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巧な巧义 

丰薄の巧利はーホキ六月おの两回目のなRの巧でホつたが，美巧の巧外の请善は，本書の重¥ 

ををな々かへた。當時'をはプブーグに開かれる巧二十の同曲お統ホは會々なに政巧を巧とし 

て出巧-r巧々巧興巧逸のH巧を席るしてなる》をであつた。しんるに一ろナょ，n巧酉のたA 

にが計を藻は巧みとなり、化ホ巧を田巧の巧勢も这ををかへてを観的Wなを困»とするにまつ 

たのち化をお濟妾《の巧事巧に阳する文献を度窠携歸し，をの利用にょる巧巧巧の巧なを本W 

巧巧の硏巧巧垣にかへ•その結まの_まホはi括«这泉を」として化に巧ふこととした。 

其を’巧みのやぅにお巧はナr波を巧ち下巧を征し白.蘭を巧柏し.か蘭西を巧して肤大巧に覇 

を制し•大巧帝Wと路巧をホせんとしてわる。この# ♦たる！！巧じす巧なる巧巧巧神と«をな 

る巧を巧除の力とにftふのであるが’同時にナナスま配下にをけるを切なるな巧记初の笛立に 

待つところもホ甚大である。巧與巧巧の巧巧の巧密の一つは產美义巧gの巧枯がにみる 

といつても巧音ではない。本をの*巧せのか至を巧摘したのはこの巧Wからでホつた。 

R Kザホ ー 



再K义 > こ 

巧巧の巧ちにお比して巧Wの々ホはWの巧をも化い。日ま事•な巧一二年•大苗にわけるホW 

わるおがは巧巧なのを男と一度由巧の報国の至gに*くのであるがどれと表裏すぺ>がホ髓 

枯にをいては罕を巧の《多の論巧と巧力にも巧らず•少から*遺WのKををする現れにわる。 

た巧がホの情勢はさ々aるし.わけてもホ亜田の南ホへの镇大はさらに巧巧なるお植を孕み’圃 

內记がの一巧ち愈t巧るを巧するに至った。第二々巧街巧Wはかかる巧體«のななをその重 

巧使をとしてを巧したのでホる。さうしてr'，f-お拥R巧函の巧H柏は化出の石として大に 

舉ばるぺをであらう。木♦の宝巧せのみ*は巧にこのKに呑するのでもる。んかしなでもホ 

巧Wや巧来にWして適切に巧ばれてわるやうに•外Wま拜み国賴數はRに巧むベさで•み*は巧 

國QS史と現れもに巧み•巧擊ま的々巧をはてたち#巧の操作を巧はねばならの。，. 

巧Jに，本書の♦あはK名に度して『ナナス獨逸の経濟的«度」とホめたザ巧ホには•りを 

い。巧び大方の叱正をだふホ巧でわる。 

巧か十五年八ち ' 

离巧岩一二郎 



譯者序 

周知のかく'現をわが网の圍巧経巧はおをせを支化の諸巧巧とならんで，巧ゆる巧時巧が下に 

あるのである。しかしどの亟時拖制なるものは，完巧品であるといふよりは•むしろその巧巧な 

現においても•をの稱戍計まにおいても•巧な的諸方巧においても，いまだ確立への過程にあるも 

のと考へられる。吾々が一方で•お巧生巧に關する巧阐巧特のお巧戈巧の採求を巧めるととも 

ち他方，諸か闽における巧方面のおおを巧判的に考巧して之に巧ぶことををつてならめ巧なは 

ここにをしてゐる。かやうな巧巧からぶて•諸か苗中幾多の事巧にをいて巧國お來Q巧おを巧 

もよく巧示して右るかにちへられるものに.最近の巧逸がある。だから巧逸を近の巧おのホ巧 

的硏究は，巧なるを問的與味のほかに’梧めて垂要な時局的息萬を持つものといふことがでさよ 

う。しかるにな近の巧逸のす巧に閲してはおも巧ての巧巧においてのやうに'之をお巧つた义 

なはなかなか巧山あるのであるけれども•その多くは波西におけるま西め巧力又はその巧巧を 

側から巧表された宜なめを巧を巧びたもQであつたり’さうでな < ともまS政がQあおを巧に 

巧 ホ ホ I 



■ 者 序 二 

おするま巧めが惡から，不な裡に研究訝查のを巧ををがじホものでわつたりして，を卡しも♦慧 

Qぞ巧的ザ巧に巧をした々巧0みであるとは云ひがたい。そ〇閒にあつてな下にな出した化米 

合衆Hにおけるrを酉をまお巧會JQ巧刊にかかるr西巧せ會な下にをける巧巧の經巧め巧！ij 

{同硏巧を*一二二六巧は比較的公やな立巧に立つて巧逢のおがを巧巧したを寄©-つでわる。 

巧巧にもいつてあるやぅに，それは函巧なをままの政治的を含的巧をじおして巧らか0か利を 

下しちりf巧を巧巧の巧げてわる巧*の目括やそれらを達巧するたわにweれたホ法を巧历し一 

たり*f巧巧め巧巧又は其他何らかの巧巧においでは府の揉巧したがらか0ほがが巧巧上义はち 

巧上正をであクたかどゥかについて念ぶをを白ムたりすることを一切まおへ•ひたすら化巧に地 

わける运巧ま巧に拥するな巧の調查と信ほすべき巧Q巧巧とををおすることにょつて«巧サ 

られた諸事巧の明巧なる妃货たらんことを巧したJQである。したがつて»をにしてもし巧に的 

巧ぺる二，|二Q注巧をを頭にをきつつネをを»まれるならば•巧&を巧の巧巧の巧みについてザ^ 

いたいにをいて正巧をたた設3Kがえられるのではないかとおはれる。 如 

なをのを刊をでわるrを巧を柔をま會Jに巧忘をましつつどこにをQffigなな巧を加へておけ一? 
.1 

ち同みは一九】六年の创巧にかかり北米合ホ因にわけるなま围巧供のたもま巧なる硏巧巧ま化 

巧阳である。そのまなる目的としては.まホ經巧の巧なにをける不お不ホQwをを巧ひど0目— 

A: • 
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的のためが人.巧宛巧さ沒曲.諸曲巧を巧を局と協力し，を柔諸巧がのぶをとをり且つ之にが 

及ザしつつわる巧を巧巧辜巧のぶ巧の上に，合衆困にわけるエ柔を及エホおM扭の共同春aの 
巧立を巧戍し钻互招化のため巧化をと馬主との間に•またれ會公をのためまおお巧活と公衆と 

の閒に'理巧と友交關なを促進する一ことなどがなげられて&る。お巧會は二十た0なま®巧の 

蹄合であつてパせ曲巧はその巧用をか巧しゴ名のを具を送つてボIルFをが巧してわる。なa 

をの本ほをなすものは，夕かの巧巧な巧巧巧を义巧巧まが通をなむめ八十あのがなを持つ巧巧 

巧査なでつてザでに巧巧にもかられてゐる货夕のを类及巧巧にがする獲巧わる巧究操吿を 

巧ましてむる。ここに譯巧した巧吿巧はをのを巧巧巧のものの一つでわる。これらの硏巧は 

いづれも路迸ホの目的におじて請赏に閱する巧巧を提かするに.あつて*自みでお巧のぶ巧はザ 

痛なを巧す咱巧したり'他の思巧をザ谦巧を批判することを目的としてわない。いふまでもな 

く，本さ巧巧の起をにさいしても.が义にも明かなやうに•かかる立巧を嚴守卞る巧が巧迟しaベ 
られて&るのでホる。义も•一部では店なみの諸巧巧のホがかには化*属ま〇ぶ巧にぶ合のょ 

いやうに歪曲されたものがあるといふおながをり•之じ巧してお謀を側は報吿巧〇巧ホ巧に阴 

ずるかやうな論榮の詞はれなきことを反技して石る巧巧もあるので，讀おはそのことをを巧に 

をいておかるべきであらう。なほ.诚譯にをたつて巧をが巧課の化夕がなのな巧み計のなひ共 

哥ホ巧 ゴー 



» をザ — 

他において往々正巧をかき•中には誤强とさへ巧はれる巧もわることにながついた。巧巧の巧 

巧をなてなしぅる化りそれらは譯お〇ぶ巧においてな正されてわる夕巧はしい0で 一*指巧 

しない。S5をはこのこともをんでねていたガをたい。 

ありに尙ほ，をの個人的ぶ巧を附記してををたい。なはこれまで肤洲になぶことをせてS巧 

巧一囘は明£1十二がよ。同一一王ハ？八九九-;2妄•を一囘は明治巧十二年より巧巧 

主妄一九0九-一九一〇年)窒一囘は大正十五年九巧より巧昭和二年十一な一九二六—; 

ニセ年)に互る0であるがが閒巧に主として巧在せるは巧进巧でわクた。化の巧の本义にがて 

お字的に說明してわるやぅにが一罔の時期に於ける巧&田は巧に巧謂なま苗のち巧を悅して 

巧く巧献，みお.眺IS巧に巧み込める時代でぁつた。是にがて乎•良索立巧かエ柔立Wか沁ぷ助巧 

か自由な易か，Q是非巧そ篇は巧巧の間に巧しかつた。ヮグナーとプレンクーノの乂巧tおせ 

る說争は今尙ほが0お巧に巧たなる巧でをる。がるに第二囘の時巧にがてがのがに現はれた 

る巧进は•もはやその可否の謀巧を超巧して明かにそれは商工菜«のを巧へ•正に覇tホを 

ちま利田と'^はんとし’-6さを一-一弓& iicber己一ち-の*はWQ上下に宙り*一々ィ>*ル10巧なはをホみ 

ををむのがわりともすひ巧たのであつた。巧に巧一二囘のぞとなれるがが，か何にお巧はホ 

SとSわ。とは言ひ乍•十か年閒忆於けS巧大Q巧& て•無故®感慨忆打たれた 



るは•讚おも想巧にましまない所であらぅ。义も沾のが巧に同闽に巧べる巧两巧巧の人丈0 口 

にする巧>力至巧巧の新聞巧を上にめてはがて同田な典の怔巧を稱へる巧の壓巧的なるをちた 

のであるザおはがろ之と反おにがなやミュンヘン0かホ大巧みの巧おにがて巧りに么巧巧な 

の巧の巧侧サることや巧は义兒なか年の巧化の巧な華なる大通りを面ホするもの少からざる 

こと{化のかをは從がには巧おの巧みでわつたと音へろなどをがては’巧小なるに似たるも•一方 

今昔巧巧のおだしをに巧くと同時ち他方巧逸巧巧のがを尙ほ巧る遼进なるを巧えざるを巧な 

かつたのである。なるにを態は巧になが，巧巧の大巧業は今やが興闲おれみなれ巧のH上に括 

り.日巧之に向つて巧進しつつわるは.：けぶの巧知せらるる巧でホる。おは己巧日のをには巧た 

びがを越えてかがになり括く义化を巧进にがめ挺し<そのを近のt巧を規巧せんと炊してゐ 

るのであるザたもがの時•本巧にをし村田Qa化をかホしがるがななる巧巧的み进を巧たるを 

をんでわる々巧でをる。巧になのかをが巧の巧巧に在るものに巧してのみならずがも巧を巧 

く巧冉现下の時Wにをし'之に向つて何尊かの貢かををおせんとかするの人±にとつては•化に 

上なしたやぅち巧进な近の起伏が巧の化巧は巧るな亚なる參考夕巧たることをもがをがれな 

い。これながかて本ザを巧巧ぶ巧にがかする巧Uである。おし夫れ共の汾巧に至つてはがな 

巧巧が的る屏正にが化に巧つたQそ十かの巧巧をとるに巧なしないのでをるががの旧巧ょり 

反え巧 



多少の巧sをを保し巧い。切に大方のがちめ注忘をホふ巧でゎる。 

昭南十|二年六巧二十セ日 大巧せを巧®巧巧巧にかて 

高野岩一二 

郎 



原 序 

本なは産柔按な含が，そQ巧巧巧のホ案の一巧として妇ぐる六年閒に巧&の巧みにMして刊 

巧した巧囘目の巧吿さでをる。すなはち「巧巧産まの合巧化」と埋して一九二一年にf巧した 

巧1Q硏巧は•ままヵルテルの巧々の巧巧の巧巧とホな上のホ位とに特圳〇力巧ををいてなさ 

れた巧逆£sおけるか2合憲Q分巧と.を《かSSS?つるSS力につ 

いてのち巧とになてられた。この巧- 0問酉は•物巧の巧をとががめな爭と反トラスト法とに 

巧はされてねたホ田ので震まにとつて巧巧あるものであつた。巧二の巧酉は巧ホにか十化か 

を巧がけてわたホ巧の巧を荣にとクて.また世ホ市巧にをいて獨Aのな爭におをせんとするホ 

因のを化お者にとつて'巧巧わるものであつた。 

一九一ニニ年には米巧にをいてそお巧巧が巧巧に重大化したのと失お巧な立法の巧望がを*, 

巧つて來たのとにをみ'换な々は巧&の乂莱巧廣並に失ホ救巧が巧を巧巧するため’一巧査がは 

を同留に玻るした。この諷查のお巧は「巧进におけるそ柔保險义夕菜ホ£となするホわで公 

まされてわる。 

原 序 一 

が 



一九一ーニニ年一巧に阁巧な會黨のみ描に巧いたところの巧&にをける政治的巧かなをにわい 

で•おををは獨をの情巧の主巧を巧の巧巧を巧をつ寅巧上巧巧の政治め巧おを巧おしたところ 

Qa1ザンヌを歲のみ薄の是化から巧をル巧0現がを巧が巧することのちななるを設わた。 

この巧究は「一九一二三一年が風にわける巧をの巧み」といふを巧で公刊された。 

大巧な來.お巧計畫化又は巧图ま巧が巧をとかぶ利と巧がとにをいて大規巧に巧用された。 

巧をとが太利では.巧巧企おは困をがを0奉化を必巧とするといふ理由から，を目上存巧を巧さ 

れて來た。けれども困おは之に規制を加へ'闽巧をはの利益 こ0巧巧が何でわるかは執な 

中のを巧によつて決巧せられるのでわるが を化をするためになさねばならA巧巧を之に 

中付けるのでわる。さらに，ををな玫治的巧力の巧巧によつておおは民閒企莱がそのがをてら 

れたなおをを巧しやすいやぅなま巧をが巧するやぅに試みる〇么に反して巧巧では巧閒企裝 

はなをしない。田をが一切の生を.分配の手段を巧ちし旦つ運用するのである。 

これら諸巧における巧曲ままの採巧は甚しくまな且つ巧あなま巧の下に巧はれた。しかし 

てかかる事巧の存在は巧おによる非常巧力のをおを正な化したのであつた。これらな田の人 

ちは巧街め巧乏と巧か的受巧の化態に立ち至つてわたので、ちが、ぞ命のために準巧された 

おサわクた。獨巧.か太がにをける民衆に拥する限りにをいては*舊议度が一巧されさへすれば’ 



それが共をままによつてであらうと由民な會まをとフ7シズムによつてでわらうと•その方け 

たいしてを大な問西ではなかつたのである。たいていおは時代に巧れて巧に立たなく 

なつてわた。若しもさうでなかつたら•それらは巧をしたことでわらゥ〇をるはち民間企ホは 

を巧してはわろしかしそのを巧してねるのはををの閒‘困おが巧巧を柔をなて田おのが畫の寅 

巧のため進んでずにをり且つ巧巧なる巧みでわると設めたからには力ならA巧がにをいて 

は巧がをの巧巧はををでをクた。といふのはを巧巧め.せ#め巧进はな巧されか < てが田をは 

巧みの新まEをのを面した問巧とは巧本的に巧る巧酉に面巧したからでわつた。 

-巧民；Hをまをとフ7シズAとポルシ*ヴィズA Q巧立のる程を巧#することはを乂でわる。 

ザが.巧进の民ホ的共巧がとが义巧の註を的王制と巧西亞のッT1リズムの崩壞についての幾 

多の义もらしい說巧の巧對的を巧せに閱して•何らかのをS1致に到速することはを巧の巧 

でわる。ぉ方において、巧なるが治の巧格について•その巧按してわる任なについてどの巧沒 

の完巧のために用ゐられつつある方法について，民来の生活お巧の巧化よりみてがらの巧力の 

もたらした巧巧について，が企类制度下に巧はれてわるものと異り宜クそれらよりも巧巧な孜 

を的.控巧的組織の巧規則.S巧に化らのなかした盾由にクいて註ぶを巧へることは巧巧に巧 

.巫でちり•しかもをかに巧巧をおでをる。これらな巧巧の理解こちお企裝が巧のお巧に巧比し 



历 lb n 

て巧曲ままのち巧に巧巧なる巧巧をかへるための主なたらねぱならぬのでわる。 

巧巧な♦まをが治の巧ヶ竿の間に麵进巧巧の巧ゥおか反巧は化くサホのM也を噢なした。 

苗巧杜をま巧をによつてが鼓されたお治が巧のホ常時め巧おと彼らの民おま*巧々と彼らの 

巧爭的田ち主をと巧らのべルサイH條約の巧窠とならのおお的冉が化とはW巧的巧立をホ化 

し.！：*の晒に巧し <巧必巧克のか旌を度巧するにまつた。同時に巧进にをける百論出反のち 

由のな度はホ部をにとつてこの田の巧巧をかることt涅度に困雞をらしめた。之にかへて’！* 

aに明して手にはいる巧報の夕< はどの田の事倩がお巧にを沒に！Rしをなでわることれ，さゥ 

でれけれげどの阐の-切Q巧aはずでに解み卡みでその人巧は繁々且つを巧になつてわるこ 

とかピ示す目的をなて故#にを曲されてゐるのである。 

一方の化では•度 < ま巧されてねる由巧な舍ま巧巧をの下に«进の入巧の生を程巧はホ巧な 

みじめなれ巧に巧下し.その結ホ，田巧革命を0避するたわに政巧は巧か括ホをぶばざるたたた 

いであらゥ•と。さらに，去らゆる種巧のを巧品と巧巧おのをぶ&らざる不化が存在してわると 

いんち外見上の巧巧的巧巧は巨大なななのを巧によつてもホらされでわるの》といんちな《 

のか畫ををなするための資金は短が巧によつて調達され•それが班ををなてft巧を费れし.な巧 

なインフレイシ■ンに巧*つつわるといふこちポんシ*1ヴィズムとH巧せ會ま義との相るは 



ホに巧を上のものでわつて實tt上のものではないのちといふことがまおされる。之におして 

他方の側では.生巧程巧はホ巧に巧著されたといふこと矣巧なとお巧品0化拾はたかでわると 

いふことピ府Q墓S化は2でわるといふことが&上おくはS去含はがせしない 

といふこも巧巧れ會ホ巧はな企おが巧のホホたる巧»おであリ.ョ，口，パにをけるボルシ* 

ヴィズムに勒ずるま巧な巧巧でわるとすひ巧るのでわる。 

巧巧0巧巧狀巧を巧がすることは、田踪平巧0が持に關むする人*にとつてお巧か巧化と巧 

5巧賞對す5£sととミ.®2合差勇s£巧み羊を.ゴムの 

かを5 Q買—iiとつて.養SS他S產SQ所ち？とミ，5堇忆をける 

巧爭をにとクておおなのでホる。 

一九111六年£ち協？は巧&S巧巧れS墓Q義的SS是ミ養なる巧 

巧に卽する調ををなすの目的をなて•一巧巧がなを巧巧に巧巧した。お則にこの調を月はホの 

巧口に關して巧巧を巧化するやぅにを®されちすなはち(一)夕《及をおの姐巧と化巧がおの 

お面义巧が；i樹み巧まの巧巧の化整二)*をむ引とその生巧お巧との阳なi府の时孜上の 

巧巧そのさいおに公共止木が菜と巧巧な計巧の巧用に巧をすること。本巧巧はな上の調を0 

巧結巧ををむのである0 



田 序 ホ 

この硏巧の目めは围巧せ會ま巧のなを的•なを的を要におずる何らかの審がをみ明しよゥと 

することにぁつたのではない。また，その目污は巧巧な巧のかげてわる巧々の目なやそれらt 

巧なするために进ぱれた方法を巧巧することでもなかつた。さらに•丰W巧にホつてはお濟め 

巧域叉は其他の何らかの巧巧にをいて化巧の揉巧した何らかの政巧が度な上又は担巧上正ぶ 

でぁつたかどうかについてなおをを白する怠巧もモ巧ない。本巧吿はたザ巧に•巧进にをける 

巧巧的巧情に閱するな接の調杏と•信がすべを巧の帝巧を夕考することによつて巧なせられた 

巧巧巧の明おなるお巧たらんことを巧したのでをる。 

けれどもこれらの巧巧はち千の旧おしがたい肝巧な結をに巧<。田おれをまおのがホはtt 

おなる計巧お巧制巧を巧立した。なおの目なはち巧制巧の巧居を政府自らが一投が巧とぶれ 

したところCも00た&忆&るやゥS十る忆わる。一切のお的がなは田巧的かなの巧をと 

されうる。(をのさい•何が田巧的がをを巧巧するかについては•なおの巧違はかされない。こ© 

巧酉は围おれを巧のお巧ホ.を巧Tドルフ.ヒットラァによつて黨な及なH巧の代ホおとお巧し 

てホをせられるのでわる。巧巧のが巧化は巧«ぶをおをお至に巧がしないでは不可おでわる 

ことが見巧された。かくて政府は曲巧め贿巧を巧をするためお刚をホの巧さなけれぱなら& 

任務をホをし’且つ巧を的玫治巧力の巧-巧によつてこれらの巧巧なしうるやうた♦倩 



巧するやう試みつつある0でわる0 

四民れみまをQ自ら活巧してねる第一の巧巧は巧が倪である。巧と化れば起なはお力化が 

おこをを巧を幸賄なる巧进のための巧一要かだとなじてねるから。 

巧一一の任務は巧巧的自足である。合ぶ巧がなの生をを巧连させるために•なまの生を巧た巧 

大するために，特をの巧お及金巧の巧な化の巧の巧巧せを閲巧するために•をのな巧力が巧はれ 

ククあるのも亦.大部分は闽巧上の考巧から化てわるのでわる。をしてこの計*のな巧は貨學 

物の.資本の供お及拓夕お巧入に巧する完をなる政府のが制を必巧とする。 

团巧なをまをQ1切の他の担巧を巧は再が饰とお巧め自化とに巧なする。をしてこ0こと 

よ民ホの生を程巧においては少しもこれといふはどの上昇をかふことのない巧エ采のが巧ち 

といん異例的な現みを就明するでわらう。巧巧が巧化は•巧巧が巧巧で生巧することのでをな 

い巧が品おに巧をのを卑おが.を巧をおみ性ががをホ闽からお入するの必巧を巧化することが 

できなかつた。巧をホの見蹈しえなかつたのは•何よりもまづ生巧巧の巧大を巧止する必巧か 

ら來たものであつた。何となれば巧銀ホの母Rによる生巧々の巧大はお化巧要の巧みお力を 

ョリ】好‘阻嘗ずるであらうから。 

巧銀ホ巧の時閒.お巧.利洒.利率の公をによつてお入を魚制しお化を巧ホすることによつて’エ 

原 巧 セ 



K ホ 八 

巧义設巧の废お.原巧品の供を及面ネ證券の巧巧巧を規制することにょつて，十なマんク&公共 

±木ま柔と巧巧偏に巧巧することにょつて，田巧れをホをのがをはこの困の利用しうぺをを々 

街力におして班則めな馬併を供巧することにホ巧した。そのさい•巧柔をにまみはれる貧な率 

は生巧のを本的必 'をを充たすには化5るが生を程度における設めうるほどの向上は么をかさ 

公巧のものであつた。もしも巧巧企まが自由に拽能する至をホされてねたならば，巧法の巧巧 

的巧おはmリを利なものであつたかどうかはおをしがた'い巧巧である。ひとたぴななが巧軍 

備計巧とお巧的自化の遂行に巧程しをな上，企おの自由の巧をはおけがたいものでわつた。み 

を的を巧題はむしろ.巧巧巧かおがを巧され挺巧め自化の諸tの可巧せが化をめに巧がし巧さ 

れた後に.か何なる方向に巧をが貨巧するでわらゥかといんおに存してねる。をおががのため 

に逸り出されたち大ななな的巧巧はミ裝解除」されうるでわらうか。ぶはまた•を»は巧力をそ 

の{♦中に巧持するために巧なる罪を時を巧巧するであらうか。これらの巧問に對するをへは’ 

おホのま件の進行のみが之を巧へることがでをる。 

本巧巧を爲し.み巧吿をを作つたのはお巧を巧巧がAヴァブオ.トリヴァノヴィブチ巧でわる。 

一九一ニセ年六月 

a巧巿會fi ヴァアデルを3ルダン 
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巧十】表お加巧が化たの細源こ九一ニセす一九己八年) さ巧 

按れお1B 五 



巧サタt « ホ 
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(一を克ち一九一ニニ年、一を二五が、一を云ハち 无口 
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梗 槪 

困巧お會ホを巧巧は產柔にをける留ほおめを信傾せず.また之を認詐レをい•それは巧盟お 

。それは指導をとしてのを本おの巧中に•化れのちをにわいて滿化 

を巧任ををねゴク之に必巧な巧能を彼に巧巧する。指巧をによつ 

ち彼れの促ちをは•ホ本おのみをを遂奉することを巧るしたをい。 

がらは政府の役人でをる巧めを理をにおして巧巧をなすことがで 

をにしてあホの法をである。を理をは資本まのか何なるホををも 

をお巧をのか位から挺言すれぱ接れ自ホの企柔の管理から，お巧す 

ホをの理論によれぱ，雨をにおける唯】の巧まは巧み巧おであり，か 

の利益と巧をする限り.神をたりえない。そのさい由お©利をとは 

何ぞやといム巧本めな閒巧は政なじよつてザなはち苗民れをおによつて決をされるのでわる。 

を本表も巧おをも闽をのな令がか何に自分たちQ做人的が基に反することがをつても‘之が遂 

巧 た I 



宙槪 11 

むを拒むことはできないa 

巧莱巧のはホ贵おW前の水巧を煤くに至つた。ホ巧は度な上巧なせられた•けれども巧巧 

め回巧はホ通にみられるやぅなが貴おの没おをかはなかつた。ながホの上みもなければ’かな 

みお券市巧にわける人おも巧粒せすさしたるK巧©が加もなかつた。ザがしかし’を脚巧巧が 

はぶしく增乂し•そのお巧として巧かにをける非ななが大色ぶるに至つた。を曲としての々の 

をの巧化は巧な请.却分め巧がの祷をなおの搏巧のためにな苗された。貧货率とれ《とた不動 

の化巧に化たぅとする政府0政巧は完をに巧巧したといふわけには行か&か0た。といんの 

は•一つには輪入な巧品とを巧品との巧なはが制すがでわ0たからであり，二つには•なおぶの巧 

遇を改鲁するために'闲巧なをわの巧格0上Kを巧したからである。それかに•一九三一二年にを 

をな情の化遮にあつた巧«ホはその巧おの購巧力の滅をを巧0たけれども’u前にかまれ巧义 

はが分的巧ぶのれ逆にをつた巧育巧の々がぶの生をお巧は上巧するに至クた。 

巧巧みの巧巧は公共上木巧巧义巧巧巧に巧する政おのま巧にょつてが來されたのでわる。 

巧化か態にわつた沒试とホ巧化应にわつた々かおとには•そのな化の巧會が巧へられた•生產 

义も«の數*が巧大したお巧，閒お巧は巧下し•巧巧は上！！した。他方にをいて利率は引下げら 

れたが•その代りに巧巧のを#!が著しくが大した。お巧にMする化り，巧*のかをは餘りさばし 



くはない〇夕く Q巧まはを能力で巧いて居る•なつて生巧設術の巧巧と巧おとのためにドー巧が 

なじられなければならのであらぅ。巧巧のれ巧はかをもそ〇亟巧を巧けるでわらゥ。をの上 

生巧巧は原巧な巧巧の上度によつて不利な化巧を捉るでわらクどの原巧な巧ホの巧ttは特に 

合巧生巧巧の增を义巧な化QW巧巧石の巧Wのための巧ニホ网ヶがか巧とM巧して现はれて 

巧よゥ•のな巧とS分とは巧巧のが制ずるところでわる。ニホ的宝おなをしか持た化い 

と考へられるまホにおけるエ巧义びな巧蚀〇巧故を裳止することによつてな府はおが々をむ 

ホかの巧を•それををがともを巧とする巧おとかちとに披巧けることがでをる〇したがクて夕 

本のか乏のたわにな巧が止むなく，ル闲からのをな上のがかを求める目めでその巧がのか«と 

そのか巧な巧をかなするやゥなことは巧々なからぅと化み， 

ちか巧お及巧かを«お引はををむる巧府がお下におかれた• Sな巧な協をポ《巧kすぺて 

の亞巧Wとの閒におばれた。この協おのおおとして，巧ぶは闲巧め分ホの巧をfc巧夕し•ななの 

巧山によつてか闲巧巧の化おとをの巧な巧を補充する巧巧巧を巧げられるに至つた。«入に 

巧して巧ぶながおと助なとを巧ふことによつて•巧がは巧ホの巧かを維巧し’々ま巧单の巧すを 

巧止ずるに化るザけのルW的け及义巧巧の化給を巧がした。けれどもを巧なの怯ん数ががf 

りダりの巧まで切りなめられて石るので，それW下に<ガれぱ巧ま不なをた巧ずることになる 

« « ち 



« 0 H 

でわらぅし•他面では巧ななのを入も.s內生ホにわける增大をを化り•をホ的を動を沒巧化する 

ことなしには之を削泌したないでぁらぅ。 

か因巧をのお引を肢をな货制下にをくことによつて旦〇化*な特巧な巧巧のマルクを巧W 

ずることによ0てお巧はマルク巧のなが上の巧のを间おずることができじかも试衍巧货のが 

ををま有することがでをた。マルク巧の城なはお巧問巧たるよりはむしろをホ饥拍でホる。 

といふのは’か田巧をに巧するが化は，內かま本のいづれもがをなな分なにをいて巧逢からホW 

しをいことを巧を巧勢が巧Sしないおり，か巧されたない。 

巧进のおル巧なはが巧西のを巧のがのによつておを供おの田巧«巧によ0でお拘巧の值巧 

によつて，ななに減少された。巧ぶ並に巧巧の正常化態の下にをいては’巧逸の巧外な巧は田ち 

巧巧にとつてを大巧巧化するものではをいのでぁる。 

巧巧をおと两民巧巧の#大したおが’】モではか巧な化巧が非巧に增加し’他方でホ柔及な會 

おおかが巧しくが少するに至つた。そのが巧として•政巧はその公巧をなおな程巧に增大卞る 

ことなくして，その公共止木巧業及-冉が備計*にがする巨資ををなすることがでをるやゥにな 

つた。巧；ル佣が畫の巧用はめ二ち二十をラィヒスマルクとおなされてねる。それはおザ同一 

のか合でお常な入と借入をとによつて支辨された。巧逆の公巧はおがの水ザを巧ゆること巧 



かに巧十话ライヒスマルク巧かでわる。一をニニ年Wがの巧加の多くは巧期なのおで巧はれ 

てわるけれどもどのぶなのあ巧のために政府が巧牌に立つやうなことは巧々なからウとおふ* 

け巧し巧巧は々本あ巧の】巧の細おに巧してををなががを巧巧してわるからでわる• 

は ffi 五 





第】章务働な透業の組織 

因巧なを主巧の巧學にょれぱ•一九】九年ょりI九一二三一年に至る獨&れホ巧まなのまS下に 

おける巧资巧巧の巧ネ的度誤をは，人類の進步をUて巧巧間のn爭と巧るマルクス主義のちへ 

方に則つて巧巧の閒に强巧したところの巧立な爭であつた•之に巧して曲巧れをまなは々々 

の利害は】をずるとおへるのである。すなはちみ本琴々めをはいづれも々伤な同巧の巧巧に 

重巧な巧るである•彼らは獨逸人巧に奉仕するものでわつて，自々たちのが舊を人巧のを巧© 

利まに服せしめなければならない。 

巧巧社を主をは巧化組合運のちみには反がしないが，唯ザそのをホめを柏におしてはぼ巧す 

る。巧巧ず命のをに，巧のを合を如何にを垣ずべきかの巧巧は接めて巧大であつた•手つおり 

早く•巧倒組合に巧ををなじ，そのかををな化することもできたのである• W巧社々ホおが巧の 

一人が巧べてねるやぅに’ 

看々は巧逸の人巧に向つて'ホのやぅに直官するあらゆる巧がを持つてゐた始らはその組 

巧】な巧か及ををむ接 一 



♦一さ々働及を4な♦ こ 

お病のためにみづから巧淵のおみに立クに至ったのであるから*吾々はな綻におしてモラト 

リウムを宜サんとしてわるQだと」 

けれども'新田まにあつては巧巧のな々の曰巧を遂巧するためち巧街の化おが必おでをつた。 

それゆをに，一九一ーニニ年五ち二日には巧お化合は閣巧せをまをの細胞化がによって引繼がれた。 

こむ細胞化おは元來なを巧まなに巧する巧爭を巧んために個*のち咨巧にが巧されてむたも 

のでホる。ところで•かやうに巧巧な々ま難細胞おがが巧の化合を引«いガことは，巧な速のと 

II m 

しての々の换合巧SQな度をがするものでわった•巧のをの々巧化をと々本おのちれ田柏と 

はがががi'いして知れてわる巧一曲はにが一結巧されどれががホをとしては'巧ちれを黨の巧 

さ 

み 

怕〇一人でその化が巧をでぁる》ペルト乡ィ巧女が巧かされたのでホった• 

巧め戰がはお巧め巧ををが持义はがおすることを目的とずるお巧めがを曲柏として化が 

れたのではな<て紀が々巧をとを本おとを苗巧れ々ま菜のな睾をに改宗せしめることたな 

とする一個の巧お困巧として化热されたのである•巧化おの目的を巧巧して•ライ博±は一九 

一二一一一年八月十一一一日にホのやうに述ぺてゐる• 

券の著国巧义資本家曲巧の組邀ぞ，すなはち巧満&理にあづく組がまは泣巧しなけれぱな 

らね•かかるをは苗民の不化巧天のはでわる。巧が成おはも早か巧なるれ會巧ftfcも巧む 

憂 
V の 



ベをではない。J 

一九一二一二年十一ち二十セ日にラィ巧生は田巧®大居’苗お巧大度及びち巧巧囲に閒ずるず相 

の代まをと共同で•ホのま明を巧表した。 

『巧渔巧«我なはそのち巧的をを的化化に閲巧なく化猫せられたI切の巧夕者の》なでわ 

る。この曲巧においては巧錠々がをはお咨巧巧をとならんちそのおホを占めるのでわつて•も 

はや特巧のお巧め义は壯々的な階級利なを巧强することに役立つお曲又はおせにょつて分 

巧されることはをいであらう•巧逸巧の截锐にあつては.巧お巧がホでをれ.が主でホれ.個人 

の巧化が決をめ因またるであらう。信がは人と人との閒にわいてのみ巧られゥるのであつ 

て•曲巧閒においてはなられはしない。吾々の巧導者アドルフらブトラTQををにょれば.巧 

の我おは吾*の日常巧の生巧の物巧的問函がみをさるべき場所でもなく.また徊♦ 0巧がホ 

の利をの自巧的ま巧の巧かさるべきお所でもない。巧きお來において•々がが件規がのちを 

がが巧されるであらえそしてそれは巧巧れを半；お人生巧のなずるところにしたがつて.巧巧 

をとそのな®ぶとの控を巧における地位を規をするでをらう。巧の風なのをな0目巧はを 

巧巧巧@ぷをして肉巧なを主を巧おと巧巧れをホをが理におしてあ股ならしめることでわ 

る。それは特にち曾並に巧がれ々的が巧Q巧な關において•巧がをお巧においてが々おな制 

藥】々巧！！及産41^の扭賴 ち 



第一章ホ！！及産«のな« ■ 

巧にをいて指巧的巧かを巧すやゥ巧望せられた人*をわザする仕巧を引まける。それは估 

*のををにをけるお巧をとそのお巧をとのせを的お巧むをしてれ會的を巧的新秩巧のホ巧 

巧進力たらせるやうお巧するであらう。一 

巧«化合とを本を困巧の诗おはどれら闻曲强閒のおおにその基蹈ををいてわた貧錶制巧の 

巧巧を伴ん危險ををんでねた。かやうな巧巧を防止するために•一九一二一二年五巧に一つの法ホ 

が通過した(iニミS巧；。為Ia;'r。がミr:ArそしミS巧は巧巧の巧 

命にかかる巧墓？こS巧銀超忆閲するを巧を巧へた0でわろ彼ら®巧巧は巧銀 

及わ巧の安をを期せんとする巧民がをホを制巧の巧本を巧に巧じて，巧錫率にわけるがかをも 

減少をも防止することにをしてわた。すなはち一九一二三一年五月十九日ょり-九】二巧年】巧二 

十日まで巧おな約は巧田巧ぞれらはいまや巧制上にのみを在するのでをるが】にをいてをめら 

れた巧曲巧にをいて巧能すべきものとされた•けれどもこの巧がを恒久化することは巧巧れ 

會主ま思想にとクて危おであつた。巧巧勘化合とホ本お函巧のなに沿ふ巧扱をの詞巧は巧t 

巧るにつれてピれらの国巧を巧巧し语なW爭をな巧させる危なを巧してわた•この理由0た 

めちそしてまた枉制巧の巧な的巧ちにょクて生じた多くの巧祝上文な上の困難のれに由巧れ 
yミプ•ヴ々*•♦;タングみtナ^ナ—^•;パ>田£ここクU f 

會ま寒Qおおをは一九一二四年一巧二十日の『巧巧*^®巧^をのがをにクで< 

の上«書£—ーベ夏* 



巧を明巧をらしめようとみ息した。このをかは々資巧巧に脚する困巧れを主をの巧巧ち巧よ 

ミまづ&がァが！一を，を励化したものでホろ I 

國民勞働な制法 W 
A 

この法律の制おをはち喊巧より新制废への巧化がなりにを速であり且つをりに巧潰でわる ；； 

ま巧にホ分おがついてねた。『この法化はをかのホはただしいをぶ巧からやむな<生れたもか \ 
であるから’巧多のおに巧化な自が巧展をがおして.まづWてお巧れをまを原理を巧立せんとす が 

るものである。しかもこの巧巧は本法の適用をを<る人巧のを巧のがザを待つてのみおめて ^ 

あ分に巧現されうるのである。j巧巧社を巧の指導をはまたこのを巧の度货とな州が巧* 0巧 if 
巧をおおするであらうといふことにもながついてゐた。アドルフ.ヒブトラアの語をかりてい W 

へばT單に巧力を巧巧したといふことザけによつて.吾々がをのながに一た乂巧乂衆の去持をえ ^ 

ることなしに•巧かとして•巧から特巧のおな化なをが巧しうるとなずるのはお乂のホ巧である，^ 

巧なはそれにさをダつて何よりも化づ正しきお神を注入されなければならない•化がにわい 

てもまた金要なるものはバつでも巧枯的にたやすく巧进することのでをるかおよりもむしろ！^化却 

巧脚みのだ’といム原則がをてはまるのであるぉ 

巧】巧巧《力を藻のれお で 



ホー巧巧化及压巧の巧s 々 

固民がをホおをのなじたところによれば，マルクス主義をの巧力圓爭のが閒においては化* 

のな本おとをの々倒をとの閒の誌解と協力は不可能であつを何となれち々做をはをみおを创 

巧的な市民の一人であり'お巧のお巧をであるとは見ずに，巧想利なの命ずるままに巧動ずる巧 

か巧にすぎないとぶた。他方において々本家はその々の巧をその巧格が巧巧化もの法則じよ 

つて規制される巧おとちへたからである。 

免期まを制废の下では個々のを本まとその巧货をとはいづれも’いかなるを巧なれを政巧の 

問巧に關しても何らのホぶをもなすことがでネなかつた。すべてこれらのみをは父Wのな巧 

の上に巧樹化合と々ネま曲巧とによつてなされたのでわつた•これらの化なは•化ら自身をお 

乂化し.彼らの巧在を正な化するために*個々0巧を0併にをいてお曲めが面を进化して自己の 

巧其を規制しようとするあらゆるを画に反おした•他方では，そのを在を何よりもまづ々め姐 

合にをうてねるほ巧と巧みとは立法の通過によつてかかる巧围化と巧中化の過ちをを巧した• 

fかやうにして巧樹巧と々本おとのホらゆる閱巧は巧府义は曲巧の化巧によつて規制せられお 

を巧巧の巧域において個々の々本をによつて試みられたあらゆる巧巧は•を文义は掛巧なめに 

よつてなせられ，巧まによつてを巧されてねたのであつちJ 

巧巧巧の統制法の目巧は括薄を巧巧のを巧の上に巧々のホ本おとその巧がをとの閒の巧巧 

の巧.，>*7**卜某他«上«*-〇脚用. 



なるお巧を同化するためのかならしを爲し•かくして闽巧れみままみ度な前にをいて々々助巧 

の巧のをな制してねたところの巧山な法ずな令.規則を漸ホにI巧することになしたのでぁる0 

篇•巧#をと«任お曹« 本をの巧-が及巧一一條は巧巧を巧巧をな立するものでホって•ホ 

のやゥじ註かれてねる。 

巧一巧おを-アリテハ巧おをハ超巧ノお巧をトシテが州人卜巧の著卜八，&がかブトシナ担 

をノ諸向のノ促進並ュ凹民ぶ聞をノ共同利なノタメュ協カス。 

巧二が二)おをノお巧をハ本法ノ規をアルおリ-Iオィテハ破レノが苗ホュおシテ巧をュ胁 

スルー切ノ巧巧三ツキみをヲナス。 

三括巧巧ハ化レノ從苗をノ席巧ヲ圓リ•を者ハがを三おシおをお同巧--基ブクたなヲるKぺ 

シ〇 

みれ义は類似の化觀にわっては.おをお巧をのな能はその法か上の化おをがち巧お义は®巧 

を或にがおする。义もこのを諸はその1U父は巧化ぁる人物を控巧お巧をとして巧なしても 

ょい。おをの場をには垣を巧巧をは巧を化裝するため.お泣のを巧の巧巧をか想せる人を化か 

することもできる窮一二化)。まお巧又はま庙が本を抗ょりかなりの防巧にが在する姑なには.則 

巧の粹巧とおがされる秀巧お)。 

巧一な巧巧及まなのな級 セ 



第一々巧働ぶ巧巧の巧織 入 

常時二十人W上を巧用する巧窗にわいて•みをはむなおわなをな阻すぺをことを規巧してね 

る•経を指巧をはこの々發のなおとなる秀五を。つ本を巧の巧なはおを巧における扣互けがの 

强化を目めする】切の方巧に脚しておに，能率かお巧一が的巧掛化件义を業巧をに閒して指巧 

おにあ言を巧へるにわる•そのはか•みみなの巧なは控巧内における一切の爭巧の巧巧をがみ 

ることにある。巧導ホは巧め本を巧の姑がをおれすることなしに•おを規則にもとづく削をt 

課することはできない{巧六が)•本を巧の大さは巧がをのなにおじて巧ることホのかし。 

彼值ホ« なをホft 

二〇 四化 11 

五0 かか 一二 

100——】九ホ 四 

1100——一二九九 五 

々巧岛卽ち，が，巧もの敬は巧がち=1百人を巧す：がに-人を加ふるも，十人をUてむ-Kw 

とするをセをdを倍巧をには代理人がある。ななをのなかは本法お八がにをいてみ3か<な 

ぺられてわる。 • 

f化人モ滿一一十五なU上ニシテ•ーヶ年W上な巧おをおクハ企菜二巧おシ•旦ッニヶがW上巧 



一又ハ巧なノ巧柔义ハ巧ぶが巧ユお巧シタルユアラポレバ•ななをクルヲ巧ズ。化ハ巿巧巧 

ヲ巧シ结巧巧の巧なユ巧«シ模巧めナル人め資巧ユがチお化シ，ィッユテモW巧的W巧ノタ 

ィユー切ヲ巧ゲテ煤巧ニスルコトが巧ナルをタラザルべヵラズ。一年な上な巧巧を--巧C 

スルモノタラザルべヵラズトノ耍件 <’本な巧を二がケル巧一囘ノな巧をノ巧命ノ巧をユハ 

之ヲ適州セズ。j 

な年一二H.経を巧導をはな該巧をにをける闻巧れ々まお細胞化巧0巧巧をの同なをたてけ巧 

お及ぴその代理人のをみを作巧し•從巧をはこの名巧に巧して亞名巧誤によって巧るのな化荣 

示をなす。そのさい，おを指巧をと闻おれ會巧の細胞化始の黄任をとが名巧に閲して見解の一 

をを欠ぐか•ずは従なをが名巧に資おをおしないか•まはが他巧らかの理由でななおななが巧は 

されめ柴合には•々がを理をはな巧を又は代理人の必巧Aおを任命することがでさる。信任を 

の任巧は五巧一日より四巧一二十日に至るーケ年でわる桑九巧，巧十一を。 

五片一日の々めなにをいてな巧お#迸の巧なはが巧をのながでをがをして，一切の自だの巧 

人的が益をはせにしてひたすらななおをと凹巧を巧の利なのため•化らのむなををなすること 

ちそして自らの生をおりと自らのなおのを巧巧りによって巧梓の巧艾巧に巧巧を垂れること 

をめまする巧十が)。な巧おをななの巧おはぁ巧おでぁる。化は巧班の巧な义はがむをま給さ 

度一々々&度產なのな顯 A 



第I♦ホ働及産業の組織 |0 

れ.さらに巧れの蜡おのを行にあたつてま化した一切の巧時の巧用についておををから辨濟卜 

巧けるを十I二を。信任をはおれの解ながをだををし<はその-がけの防街によつてかおとさ 

れるのでなけれぱ，まはをた席ホが巧ちの解族吿み巧間によることれしに巧化ををが席しうる 

巧由によつてなされたのでなければ、そのなまによつて解なされたない。しかし信任ホは人め 

又はま巧上の不適格を理由として巧が監理をによ0て解任されうる轰十巧か)。 

な任ををなはおを指なぞのか何たるホをもも無巧と宜ますることはでさない。しかしなら 

のをぶで巧をおのか巧がなをのお巧的.な#的巧巧に扣應しないとぶ巧する巧巧については.倍 

なをの過半巧をUて直ちにを面によつて々おを巧なに巧巧しうる。巧巧中と胜も.巧巧をのみ 

をは巧なである桑十六がr 

巧化した生を部門に®する二個な上の巧狂が一人の企菜のを巧に巧する巧合には•化巧ホは 

なを的巧巧におし化に進言をなさしめるため徊*のおをのな巧ホな巧の巧巧のずををWてが 

巧されるが合巧巧會なを巧命すべきである桑十七を。 

信なをを巧は必おに*じておを指謀をによつて召巧せられる•なは•ななホの半度からのや 

巧のあつた巧合には•召巧せられなければならぬのである系十二巧)。 

親碧巧9者の權R 二十人な上のおホホをおするわらゆるちをにおいては.隹巧巧海ホは义 



ホのおにをいてた官規則を作巧公示しをければならを巧十六條}•そして巧を規則はホの 

巧做がかをを含しなければならの柔一一十六お—巧一一一十一な)。 

一’正常巧め時間及かなの始期ぶわ巧 

二、巧街巧酬ホ給の時及巧巧 

ミ’热お邮又はが於が制の煤用されたるおをにぁつてはおを又はぉ來*巧働其ちの基準 

四，刑金の規をせられぁる巧合には，巧をのせ巧，をが义巧牧方法に阴する規ち 

五•法巧を由にあづかずして巧吿巧閒なしになしゥベを巧み閒巧がが吿かの巧由 

六，おを規則又は巧おちめにより法巧規をの巧西巧にをいて，巧巧關なのを法解がによる巧值 

金のを化のをめをなしたるとをは，その睹巧金巧の巧が方を 

法巧のかじてねるな上の條巧にかへておを規則は巧お巧がの巧义其化の々巧たか，紀巧にM 

ずる巧巧挺をにをける巧俯の行爲がまの巧止について規をを巧けるじとがでをるを二十八を。 

巧が報削のがが巧を規則中にをめられる湯をにはお巧貧辛のみを掲ぐぺをでぁクて，そのさい 

個*のな傭をの巧研がその能ホに巧つてをめられやゥ巧をしなけれぱをらのを二十九を。 

おを指巧ホによつてが巧せられたなを規則はおおをにおしてを巧かかとしての法的み巧力 

を持ク柔一二十條)。 

第一々巧《及産巧のなA 一一 



度一々9働A産巧の&織 

超を指巧ちの巧限はすぱらしく巧化でわり•そのち用の可巧巧は巧巧に大gい•巧の活から 

罷ま巧が巧はれてわるから•曲巧な會主を困をはる本おにちする若干のががホ巧を相なするこ 

との必要を認めた•そして巧一の用わえられる巧がの方法は巧が—ぶれをな巧の巧®におず 

る巧を閒巧の增大であり，さぅしてこの閒巧は巧のを巧をの巧命によって用をされたのでわる• 

がィ化,かザかTがが«巧巧8を巧をは巧かなち巧的地域に巧して固政巧によって巧みされる。 

この巧おは困巧め大酉が巧巧巧大臣と巧內巧大居と松巧してをめるのでわる•巧巧芭理をは 

巧倒大臣の堅せ下にある政府のを巧でわる。化らのみをは田政府の方れとその訓令とにホ據 

して巧はれる桑十八が)。 

巧巧を巧をの顿巧はを菜や和を巧持ずるにわる•この巧巧を遂巧するためち彼らはホの« 

限を巧巧されてゐる秉十九が—巧二十五が)， 

】.信巧を々なの設立义巧のををせし括巧をとな巧を舍なの聞にをけるか巧を栽をずること• 

11，な任をを任命し括任ずること。 

ち信巧を含巧よりの訴巧をををし括なをのみをの巧なた宜しピ理を自らの規則た巧ずるこ 

と• 

四'巧を苗巧夕により申吿されたる巧がをの#巧に阳してみ巧を典へること， 



五.巧巧內におけるを巧巧巧がかをちめ•巧を巧口に適用さるべを巧率協約規則を巧するじと• 

六，をを規則の遂をををせすること。 

セが々めあ巧をが巧の巧がiiのを巧にお力すること。 

八的巧め大臣並に田ち巧大臣ょり巧くるなおなる訓令におひ•なをな巧め巧おに阳し，巧に田 

巧巧に巧吿を巧巧すること。 

巧俯をの解巧に脚しては'み法の規巧するとこを巧二十をになへば•巧時ち人ホ巧を巧州する 

タネおが十人な上を巧巧せんとするお合•及び百人な上を巧用する巧本おが巧時巧用するな楽 

おの一が又は五十一人な上を四巧閒巧にが招せんとする坚をにはがなて文4にょる申吿をを 

理をに封してなさねばならぬ。中吿に明おされたAおのな化をのが巧は，ホ吿がな巧なに提示 

された巧四遏閒をお過するにをらざれば技理をの同ななしには•巧はれえない。巧がな巧をは 

そのを可を巧ぶさせることができる。監理なはまたか吿が巧示されてをニケHを巧础ずるに 

あらざれば.お馬したざるちをな令することもできる。もしな本みが中吿化扣巧巧巧閒W.巧に 

申吿中に巧おしたるが曲をが巧せざるときは•設中おはなされざりしものとな化される。を巧 

をはな本おにおし•中吿お閒たる巧巧閒の閒，又は々のを现をのをめたニケ片の閒，一巧二十巧時 

閒を下らざる範幽巧において巧が時閒の巧搞を許可することがでをる。之に反して巧おの引 

巧】巧夕働及巧巧のは織 Iち 

7)本,.一田一へJ»BU 



第一々劳働及產ホの担緻 一田 

下げは，を巧の一お規を又は契めのが巧におひおがのた了ずる巧日走では•之を在ずことt巧な 

い0 

何人たりとも巧做を巧ちの巧したる文せにょる訓令に化おすることを反化互つ化をにな否 

したるとをはがをにが大なるお合はを锅又は巧を及を巧に巧せられる。巧巧が化は巧が度巧 

官Q吿おを待クて巧はれゥsasM1十ll_iso。 

巧のを巧宫はその晒お胆巧の一巧的又は原則的巧巧の阿酉にMして彼れ0巧問にがずるた 

め，そのが苗におこる極々の巧菜が門からのサ巧口おな巧を巧を召典する。このを巧UQ四 

分の一二は巧倒辟なの巧曲したお佈をあ巧からまばれれければならた。巧を巧は々化芭理をの 

を巧におけるがぽ问おのだ巧お巧をとな任お會巧なををみ’巧ホ义ホ巧を化おするものでなけ 

ればならめ。巧門ぷの四々Q1については•巧化ち巧をはな！？化に巧巧と化がする人*のゥち 

ょり之を任命することができる(巧二十11一條)。 

せ會的名春度巧所の職な用民々供な制法は々化な同巧のを丹のれみめ巧巧ホをおも直大 

がずる。それは巧巧生巧の巧面に巧なるな巧め巧ををな入し•な同巧にわける化らQ巧化じを 

みて巧らにW思するところのを巧をなむめにを巧する货巧をわらゆる巧化おと々丰巧とにな 

巧せしめる。特に•备化人は香ユ自己ノ臾巧ヲながシテおをへノホれユ化ノをカヲ#ゲお巧w 



利ユ服巧七ザルぺヵラズ1{巧三一十五化)。 

れをのあが殺判所はみ巧働な理官匹に設立される，お判所は一二をから株巧され•一人はM Q 

お巧’一人は巧を巧遵ち一人は。なをでをる。そのぅち闽のが巧は巧がおとしてかくのでをつ 

て、阁巧化大巧の问なをえて巧巧な大巧によつてな命される。班がおは々®風がによつて化に 

巧Hされたを加ぶぶ巧から.陪庇なとして彻らくところの他の二あを巧かする。巧倒むは巧あ 

巧にが祖されたあ前の赃がになつて逃巧しなければならめ。化し出ホゥるおり‘拼睹化打が化 

吿人と同じ巧業が門にはずるやぅ巧なすべきである累巧十一巧)。 

せみのおがに反する化がは本法にホのかく列がせられてたる《巧一二十六巧)。 

一，巧人と雖ををおぶの巧化にあつてその帷Wをを川し挺れの從招ザの々樹を惡巧をWてほ 

巧し叉は彼らのあがぶを强かしたるおを 

二.巧巧をがおなをなて他のお巧巧を巧動して巧泣巧の难業やかを危殆ならしめた巧合’特に 

ななおが巧巧內の巧艾巧動にお迸して不巧に卞ホし•想な協問巧における隨闷巧巧神をな 

巧めにおなをなてが化せしめたるお合 

111.巧巧おお巧の所昭ホがを巧なに巧し反巧して朽ずに巧據なを诉励又は巧なをたし•父はむ 

理なの文ぶによる训をにを反したる巧な 

巧一巧巧及巧巧の組織 一五 



«Iジ巧働及產なのは織 こハ 

四•借巧をがその巧務の遂巧中にか悉するに至り且つが巧巧巧として指示せられたるの巧の 

巧報，おしくは巧を上又は巧お上のお巧を巧版な < 公おしたる巧合 

巧巧のは具にょるれ貪的お巧におする化巧の吿巧は，泣巧おがを巧へ文ぶをUて巧のご巧を 

におしてなされわぱならぬ。を理なは巧化をホ查しがなぶを研閒し，な化ががれをめち#かが 

所に巧化すベネほどあ大なるものなりるやを決をする。を现ながホ巧我が巧にかしてがをを 

巧おせんとするこのおホを同を判巧に迴かする巧合には•彼れのれひたるををのおおt示す随 

な巧を巧付しなけれぱならぬ棄四十一二お)。 

•おホ載が長は巧め監巧なのこの巧求を巧巧なさものとして巧下すろことができる•その巧 

合監理をは一迎閒巧に名#お判所に本案の#理をな求することができをおの+おおr 
巧判長が化巧の化されたることを巧めたお合には.巧ホ泣資义ちラィヒスマルクU下の硏を 

の刑を課ヤることがでをる。巧巧ホも巧かを巧なもこの判みにす服むるとをは’一迎閒W巧に 

ホ#巧！：巧に舆巧を申なてることがでをる。あ巧我！：所は々の巧fc命ずることがでをる系一二 

十八を。 

r巧吿 

二油資 



一二，-巧ラィヒスマルクu下の*巧的巧を - 

四'巧を指巧巧又は信任著の化化におするを巧がホ 

五お居において巧有せし化化よりの罷免 

を*巧がSはを巧の公開をを止することがでをるを四十セた)•巧か芭理をは*巧に么會ひ 

拍巧を提出する巧巧を持つ。巧ホ人はな逃丈を代理人たらしめることがで*る秀四十八を。 

々化を巧巧はあホを判巧のか巧なるがみにおしてもおおすることがで♦る•巧そ人は再ブ 

ィヒスマルクを巧ゆる巧を又は上巧巧巧なぶ第五说の巧を立吿されたるにわらざれば•おがを 

巧おすることはでをない。 

を訴は化林における田あ#をが所に提おされる。この巧が巧は巧なおが巧の巧巧二を•巧巧 

指巧お一を•ななをーホ•巧を府代を一あより巧巧される。二人のが巧——その一人は巧がおで 

ある——は々が大臣の同ををたて司法大臣によつて巧命される•巧を巧巧おとな巧おとはお 

がをによつて任命される责五十を。 

本法はなを的を»におする犯罪をば侣任ホを巧なによる巧密なる巧が又は巧裝上の-が巧の 

なおに閒する唯一の巧合をがいては，巧めてむはめな巧繫をUてを獲してわる。しかし本化に 

わけるこの包括的なす楽あひの巧网は明防である。すなはちそのn巧とするところは•一方で 

ホーか巧《及巧巧の巧な ーセ 



ホーみホ働及産巧の扭9 一八 

は巧おを现為の仰におけるお力のを用と，他方では巧巧者によるず業をおに巧する不巧の干ホ 

と巧柔平巧の巧化とを巧止せんとするにわる。れを的ち巧な料巧の全思巧は巧巧でわる•そ 

れは巧ち巧をまを巧まによつてはをに巧唔されてわる。その息凹がこれらの巧が巧によつて 

一巧の巧なる法巧上の先例を作ることにをせずしてピしろず業巧Sより生ずる諸問なに巧す 

る巧巧にわける巧本的變化を巧來することにせしたことは明巧でわる。 

田民巧の巧が法は巧ま閱巧の巧巧にをいて困巧社含主をの最もをおなる巧巧をま示ずるも 

のである。すなはちピの巧巧は何よりまづ巧有をのが巧を巧と团おのそれとに細巧してゐる• 

巧巧をはなれのおをの巧巧をたることを許されてわるばかりでなく•本法はあがな巧ホ巧ち々 

かおの巧巧著たるべきことをお巧してねる。巧がおは指巧をのいかなるホををも沒巧すぺ*1 

何らの自助的手段をも持たず，巧らはたダ困まから•卽ちならの巧方にがける巧か監理なわらお 

巧をホめうるのみである。巧巧を巧をは巧まを代表するものであるからがらのかをに巧して 

はを訴はを在しない。ならは巧府のを巧でをつて巧巧巧の訊をにがつて巧助する•それれに 

本法の巧痛が巧巧するかどうかは輛よりもまづ•本法の巧がにたづさはる巧政をQ人わ淹力ち 

本法の巧神を巧解するま本ま及巧樹あの巧力.用巧とによつてをまるでわらう•本法通巧Uち 

巧をのち巧め巧巧はまとして巧巧備計巧の要ホによつてが*せられて巧た。巧巧的紫巧は必 



が的に麥じいものでわり.經巧的をおにする田おのががは校货でわつた•かやうな事情のもの 

にをいてはどの新法をの原理におして公平なテストを加へることは不おであつた。このナス 

卜が巧はれるのは挺巧的.政治的一お事おが生を程度Q向上と現在巧まによつて巧せられてむ 

るおおの疫巧的制限のおみを詐すやうになつた時でわらう。 

巧ち巧仿統制法によつて巧ち杜をま義团おはその巧おがのを設における巧なをばおが的巧 

巧にをいて巧践にをさうと試みつつをるのでわる。巧巧れ々巧にをいてはを下がの巧まの巧 

位は巧化なる巧立せを保持してねる•が制は上から0規則や規めによつて巧はれるのではな 

<共通《化 3^ 曼は人生巧をによつて行はれるのであろ政巧巧設Q巧巧がを巧制ぶ 

におして巧巧めに適用することができるものかどうかはが來にわいて巧ホさるべを閒巧であ 

る。この贵をの巧命はか九径の分がにをいてはピの田の巧巧的.政治的巧命と結びつけられてわ 

る。ぞかはいをダ苑巧されて&をい。阐おな巧の進行はおれる思おを持ク多<Q巧®によつ 

てが響されクつあるのであつて，巧極にをいてかを化がどの程をまで巧はれるかはお在にをい 

て之を巧言することは围巧である。 

巧 巧を 線 

第一章 の！|« 一 A 

り■ミSKた;Iでだジ'にとゥでけ■れいな"で化れ島以にいでけ 



策】章々儀のな« ごご 

ち來の巧働組合とを本お團巧との巧あの上に巧倒较なをを設するには’國巧れをが巧にをけ， 

る非常な困おとあおの巧巧とが伴はれた。このぶお阅爭の詳しいせ巧はホ明であるがしかし’^ 

それが巧を巧街の巧祖おがか何なるお圓をで酉家のれ會B义お巧な巧と仙*の尊業超巧のそゎ 

れとにが咨を及ぼしが巧を與へることを許されるか.といふがに閱巧してねたことについては• 1.1 

疑ひがなしない。なかんづく挺巧大臣ヒャルマア.シ*ハト巧±のおを下にをるを業の化がを"^1 

巧お戰おに適合ホしめる方法を巧おすることが特に困巧でをつた。シ*ハト巧虫は々倒が巧抓 

又はむ寡の巧かがお巧的ず巧に巧して不をな卞渉を加へることを囘旌するのに巧むであつた。Ml 

一九S四年十巧二十四日首相アドルフ.ヒ7トラアによつて巧せられた巧 ぶ 巧 $ ^.一 

rrチミ辦ィミ。ががよつて•巧巧巧巧は巧おれみお0指巧下にをかれおの化ががをロベルト.ラィ巧 

博±がをQ’vおプかブがァに巧せられた。化は他の指巧を及ま任をを任免するホおを持つてわる。Ml 

しかし本令はこれらの指巧をぶま巧をがまづ巧-にが巧世會黨具から进ばるぺをことを規をf成 

してわる。巧が巧おのが巧は国民れをな0がな巧をのをせ义巧制下にをる。 

巧街あおの巧技はお巧指巧巧間には彼らのが*をの正をなる巧求の理解ち巧巧を閒にはが 

らのがいてねる巧をの捏巧的地位の巧巧を•生せしめることによつて產柔やおを巧保するにわ*1 

る。巧巧の場合には.巧《思巧は自らか藻を詞停し•なて國を巧M•すなはち巧めを理をと巧《巧 



が巧とのみちを仰ぐべきか巧を巧少するものとちへられてゐる。 

巧涵のな維巧仿画なは伯林の本部から棟巧せられてねる。本部は十四の巧に分れ•それは 

巧な上が逸巧がのぁらゆる超巧的を#的を巧をか巧ってゐる。その部のホがホのかし。 
プレブお•アム► 

1’出な部 
シユサ♦シグK-Tムト 

二‘政治敎巧部 

三一’な合賊利部 
ブWパザング•アA卜 

四’宜巧部 
アムト•フユT-7ホAブXダズンF《イト 

ち巧巧がお巧 
アムト•フユア-アAXイヴフユシグ.ウシF-Yル—フスM Aブイ—ウング 

ムハ’巧業おザス巧が指巧な 
アムト•フユア•レヒヴYブ—トサングXシユチブレシ 

ち法 巧 巧 謀な 
ユ1ザシド•アムト 

八’靑年部 
アムト-7ユア•アウスビ*ドウシグKヴエ—ゼシ 

みが を 部 
フブウ玉ン•アムト 

十’婦人部 
八イムシHテブテン-アムト 

十一、化を部 
ザイルトシヤフトヴ•アA卜 

十二’巧巧部 

巧一巧々曲及を巧の組な 一二 



第一章々《及巧巧の巧w ニニ 
TAXイブ*•ブ>シわ卞フト—ブ《X•イシウト 

十ち巧巧巧を巧な所 
ア.4.1-7||7*«>プス-<-7«>7シ-*-ヴホ*-<-ウング 

十巧產 柔自ホ 部 
>77><F1te*7n イf 

十五•『巧ぴによる力詔 
ア*.!.•ブユア*7アイエ♦ア|イ’\>1-グ*-««4トウシグ 

十巧な 巧が 用な 

たいていのなの巧容はそのあ前をぶればわかる•けれども若干のまについてはそのれ々的• 

巧巧的を巧の故にお圳の甜明を加へてをく巧化がある。巧采郁は化お祐巧を巧化なを巧など 

のな多のままををむ。これらの巧巧はもと巧巧の巧め組合によつてが巧されたもので‘灼巧れ 

々巧が巧曲まを巧現にぼがであるに巧らサ•巧が時がによつて引ながれたところのものである。 

なおが巧及巧«巧巧がは巧没巧おホを助けて•自己にをも迸巧した巧おを見出させることに 

おいてが国的な化ホを巧しククある•時菜お巧は，をらゆる化の巧が喊がの巧化のやゥに，W巧 

れ々ま淀のお巧のれ巧となびついてねる。れ育と巧巧の化#は田ちの一がめが巧がなを#度 

して巧はれる。々树ホを人A巧巧の顿お及地がから泣巧な>のが望且つなん的な巧ま义巧满 

に巧のさせよゥとする企曲がなみられてゐろ。 

巧なめせ々まおにをける巧巧わる«おは辰による力岳によつて*巧まれてわる•その巧は 

な百萬の巧逢々化をのためにみかの巧な巧で托巧ので*るれ畫をなてゴにを短上の補巧fc巧 



へてねる。この部はI九一二一一一年十】Hに班がされ•そのなぶ巧一年の閒にお二百巧人の巧«を 

がをのかなを巧なによつておれにWかけたのでぁる•一九一一一六年にはこの人おは六な巧人に 

上ばつたといふ。化の部はを0巧なの專州に巧てられてねる巧船とおおおお地を巧巧且つ超 

をしてむふ。さらにそれにはスボーッ巧がをつてピの巧はその戍从がスポIブ巧化とぷ巧巧 

をおがすることにな巧をおへ.且つ健おな戶か生をを夕楽する方ををがらにおへる％fかご^み 1. 

美一と巧ばれてねる誤は•その巧を内に巧生のを类的改巧を採州するやう巧本おを勸ぶするこ 

とをその化なとしてねる。それはj步を進めて•な本みにおしては一巧がめを单のぶによつて巧 

街をのか適のためにち巧されたわ子とホモを路入するやうに•お远おをにはかやうなな子とな 

子とをお造するやうに'勘ぶすすることまでもやつてねる。化い設の巧動が々巧大巧のリこが 

常なが巧を巧するに巧つてたることはおんどがひない。といムのはか巧されたなむはいづれ 

も化巧めでぁリ.その巧州は大お脾Wによつてや均のな巧旗巧かおのなおしうる水がにまで巧 

がされたからでホる。 

巧巧利用なは巧が昔巧を化が巧術おなみか化彼れのおM拉にわけるがなのが榮的他村につ 

いて巧掛おの相巧になじる。その口のとするところは.巧似おが闷おれなま兹凹おのホがにし 

て巧なすべを一なたるにむも泣切な化义で巧れの巧閒を利化するために化らをかかるか合に 

巧一巧巧が戍SSれ份 ニミ 



第一々《sg巧の伍な ニロ 

曲ホさせることに存するのでわる• 

巧做巧按£合かはめ二卞巧人でをろミミS人はめ1Sライヒこ；で•ぶ級を 

がの方法で化合Aから若されろおお.ま？を失5望護Sた& s£はめ八干巧 

ライこ；忆上0•約；一一首？ここ；は巧墓が所K出巧した化をなSがみ片 

としてま巧はれちSがでの巧用はわ巧干巧ライヒこ；でわ吴ち巧ライeこルク 

が巧の巧おが化をのために々されて&る。行な受はめ七干巧ライヒスマルク，巧ろ全れ入のわ 
の 

二が一一一分に上ってわる。 
巧蓋巧S諸か猫は®民SSSSS應」て&ろ卞食ち•一をを 

む111壬一1Q巧暮《ちが>がミ亩阳記と一*?た冨5S化巧Wとがわ 

る0 

〇 

レ 

で 
か 

だ 

々货Sは志QSS化巧Sへて蠢Sもれてわろ巧基合に 

照巧してホのかを文の，1，5卜^ぉがィrA卜がわろ化をぉェホみ推ェぉぉ化g巧S巧萃 

木材5•を呈零化至S版SHS5公拿SをS—白由S.—お？孝 

1お探おホ巧お李ェ柔のそれでわる。 

地巧め組Sを下れssが，，ちがィ听がでわつて•それは二てな去巧妾を巧用す 

I ^ 

M 
ぶ 

けジ 
曾 



るあらゆる巧を內にお在してわる。巧を巧巧巧のホをは两おれを黨のな具でなければならす 
+ ♦ホ+ T*■ヴ于7—スデイヴシエ-^卜— —ブ*♦Hレシ■♦*# =ザ♦♦シ ^エ— 

且つ通巧はNSBOとしてなられた巧ちかをぶ巧を描化組巧のなお菜巧ちであ 

る，こQNSBOはを化巧の巧をにおけるをををなる巧化である。をれは信货できる控おの 

ホるな貝をWて巧巧され•その任巧はおをが®おせをまをの原理にせうておをされて巧くやう 

にを巧することち义びを巧と巧おみがとに巧をのが巧に閱する巧巧を供給することに存して 

わる。かやうな方法にょつて苗ちれを巧の本巧は二十人U上の々巧著を巧用する巧業巧巧と 

不» Q巧«をほつのでホる。 ， 

產業の巧巧巧が祗なの化おは•一九一二五年一一一月，資本み阁巧を巧お我おのが成中にお入する 

ための巧を的協巧がおおばれるまでは•いまザを巧されなかつた。これらの々本お脚拉3化な 

には坦おれを»政おのちホ大臣シャハト博±が立つてねた。一九一一一四が二H二十と日のを巧 

にょつて化は西ち化會まを两おがそのち巧む巧を货わするのにがWずることのできるやうな 

包巧的なエ柔及巧柔の組巧を削設するために•巧化な巧おを與へられた。すなはちシ♦ハトゆ 

±の巧與せられた樓おはみのかくでをる。 

r特をの*ほを巧該エ柔义はをまの唯】の代あ團巧として巧をすること。 

ir新函扭を設立し'二巧な上の西巧にその活動をホにすべをことを强おし•义はおな曲®を解 

第一章巧《及產まめな♦ 二五 



藥】♦々儀及産巧のなtt こホ 

巧すること。 

111.由巧にお巧を巧巧をを入すること。 

四，图捉のをを及田お間のおをを巧ちすること， 

五•围巧のお導ををな巧すること。 

六•か何なる巧をにおして又は一切の巧をにおして迎巧への加入を强制すること• 

シャハト巧±にょつて展開された計SQ下にをいてが內のをず粟は香おめ巧巧の 

心ィ；；載といふ礎業的みかに巧がされた。このが業み分め組織は(一王iご手工柔g巧ま《四淫 

巧霎五)化な萎六)動力粟の六大おィi相がへがを含み'をのぅちを大のを巧巧はエ聚のそれでわる。 

このを田H業群はセ個S《か，鸣が》S分され.Sはさら；が忆細分される•全闷 

手工おがはめ五十の封t邮ィがシゲも，心二が八なて稱巧されが他のを巧おは腹ちにち巧巧に巧分さ 

れ担巧がは一つな上の部にお分される。 

な上六個のを巧おはピの巧なにおに巧ふ化描に加へて巧方おにょつても化巧される。 

これらQ化方群は一をお化ホにわるが】を巧巧•例へぱエおがに巧するすぺでのをネおを化を 

する•巧巧のおつた巧おが口を代表する巧方がはそれらの共同利なをが巧すベを至大な巧巧 

的必巧のおつた巧合には’巧巧め地巧がをお巧することがでをる。巧巧おもまたを田ち巧を» 

のCれらめ隹♦々數■に«レ■か6な«««にイをにた#♦もこ♦る 



巧に代轰ホられる• ’ 

を巧のホ巧的な巧巧巧は化域的に十四の地方にあ分され各地方には一巧のお巧を具會 

がを盈されてねる•化し，ヴ••ストファリアと西苗巧巧には例ル的に二化ぁる•お巧をA會は 

巧な地方にをける一切のお巧的利益の化おぶでぁる。巧該化方のなまをながのを頭がこの歪 

貝をのを具をでぁる。なは二人のを貝を代理を持つ，その一人は手工栗を代をするものでなけ 

れぱなら夕他の一人は巧巧大臣にょつて任命されお該化方にをけるを里のま業を化おするも 

のたるぺをでぁる•をを具をは證巧み遙を持ち•それはを該地ぶにおける一切のお巧ががちを 

酉群•を巧巧姐方群拍粟を歲巧手工業を进所のをををと一人のな業代をち一人の地ホ自治巧化 

おをから煤成される。この超巧をなをは法な上の制度ではない•したがつてその©なは法巧 

にょつて規をせられず，そのを款の異るに從つて巧方地方で巧0でわる•その巧吿とみちとは 

その巧方の商おせな所か又は種々の產巧おかを通して巧巧されるのでわる。 

一地方におけるエ菜及商柔の法な上の，卽ろ巧法上必代荣をは商类みな巧でをる。それは一 

ぬ的な巧巧《及れをな策の一切ず巧について•並に巧巧.か因島替巧巧を出•か田巧おみの問逆に 

昭して含該地方のエ巧及巧業の利おを代あする。ほ菜をな所のを共たることはなな地方にを 

ける】切の企柔におして强制的でぁる•をな所は巧巧れをまをのお巧をお理のなに沿ぅて巧 

巧一な々《及をおのな» ニセ 



13> ttfl に4 と ん 

第】さみ働及産巧のた織 こ/ 

宮まれる•會巧巧の舍巧义は巧巧ぶはお巧大臣によつて巧命されピクおをされることもで* 

る•巧巧大巧はまた會西に巧力ずる諸閒を落の歪貝を巧命ずる。すべての巧おを資巧の中央 

あほはTfrs，が；か；私ミもミが！が•的；かぅが"でをミこのをがはち巧大臣によつて化をさ 

れる。がはその仕事を巧柔會な巧とお巧をA含とを代まする一一一十名な下よりなる諸岡會gに 

よクて«佐ホられる• 
一切の喊能5SS5基はおが》ち'iTV*が*所忆代？られろ***所はホの巧 

巧貝によつて#巧される• 

一’エ柔义巧柔を！！巧W合會Q#巧 

二，ホ巧のを田巧菜おのみ會ち 

一三•セ巧の主をエま巧Q备をを 

巧义通柔の代表を巧人 

五が柔の化まを數名 

六'自ホ巧の代おをホ名 

わ.ち巧大居の任命によるエ芙お數名 

再民れ會ま義用おの巧化なち巧政巧は巧巧大臣によつて捏巧をa所を通してK行されるの 



でぁる- 

產業及勞働の骑合を織 

aベルト.ライが±の巧な下にわる巧化の組巧とシャハト巧±のがホ下にをるを柔の組巧と 
ブX卜•フH Aヴア♦卜々シグX•ザ►インシャフト.7♦シ•T*パパト• 

の閒の巧巧は現をのところの巧 巧 自治 
rvイ♦トシヤブト 

をの組なによって 

巧みされてねる。この圖巧のお巧は一九一二五年一二巧二十六日にわけるシ*ハト巧±とライ巧 

±と巧街大臣ゼルデの閒におばれたおをなライプツイブヒなをの結果でわる。 

巧をのが合化がはホの諸田巧によつて横巧される， 

こ)T，ァがィッ.，がミが；；か；，，卜このをはをW巧巧會巧巧の巧が々巧のをなとおがが吟含 

が—が歪おから媒戍される•このを巧的な巧巧及をホの巧合含なのすぺてのをはは巧の或なの 

化合具でなければならない。を浅は巧巧巧巧の組合をとを田ち巧會巧巧のお巧によつて召ホ 

される。巧巧大だと巧通大臣と巧な大臣とはを巧に出ホする樓巧を持つでわる。み巧0なお 

は本來ホ茲め且つ巧問めでホる•を巧の任巧は產柔义巧巧のぶ巧よりち巧—ぶれみ巧巧をぉ 

なし'苗巧のぉ巧と適用とにあたつて生ずることわるベを巧巧を巧化するにわる。田おがまる 

を巧を採待する巧合には.をなは#おなしに之fc度巧するための•そして一むにこの闻巧をま巧 

巧一巧々te及産まの担織 こブ 

14)々•，•貪3ザー义ミを■巧^た rな巧lU -Neoe Fornaen der 
Gemeinscha! tsar し《れ•一 



♦#ur な c»A. 

第一た巧働及巧巧の坦織 古10 

と巧®とに巧巧させるための，手段たるのでをる• 

を巧巧働を謀は，特にを困お巧をな巧とな力する目めをなて組おされたも0でをつて巧め巧 

おの組合長の任命するめ八十あのを具から巧る。を菜部門がのを西ちを巧合なのををを 

と巧が風がのを地方當お所おとはお刖にをおされた人*と共ち巧«合薄を巧成するのでわる。 

01敵ミがミが，；.かミが；-が，本をなは巧雲具をのをなと巧街を巧のをなとからはるも 

ので'巧化巧なの組合をにょつて地域的巧を協力の目めをなて設立されたのである， 

二一一薪パs'.が々がが本を貝をはめ二十五巧を半巧とする田巧にわる同】部門のホをに巧する 

一切の巧管を代まする六をな下のを本まと六名な下の巧Sをから煤はされる•かやうなを丹 

々がを千とな<組鉛せられた•このを巧をはか何なるホちをなす巧化をも持つてわない•そ 

の晚能は巧お率ぶ寒防止睹業をあ.Iお巧が條件のやうな巧酉に曲がして巧巧芭巧をみ々化圾 

なにおして助言を巧うるにある。 

画替任をを巧これは巧々のちをにをける巧資の自治を化をするものでをる• 

產お田巧にあつてはか入は强制的であるが，巧巧田巧にをいては巧をめである•田を力自ホ 

巧の企菜ををむあらゆる企おとを柔を巧をするわらゆる人Aは，それぞれのを菜の巧巧がぶ巧 

巧群にを«しなければなら&•を炼の過怠をにはをい巧をが巧せられる• 



カルテルの發達 

巧が巧なに谋成された產お函巧は巧格生を板 をおなか域•な引^件^輪制^目めとするか巧なる 

これらの蜡おはか心テ^^歌るところでをる•け をおにも從巧することを禁止されてわる。これらの蜡能は々ルテづのするところでをる•け 

れども一九一こ六年十一月十二日の命令によつてカルテルは產柔因巧のをサ下にSかれた•そ 

のおみピれら二つの典型の困巧間の梢巧な閱巧がか何なるものとなるであらうかといんこと 

については•ず日之を言ふのは時巧尙早でをる•お來における々ルテAの巧速がカルテA又は 

その姑々の巧具のか何なるものの利益によつてよりもおをみな.ル巧贸ぶ.お政の巧巧にわける 

巧化な阁民的諸政策によつて益々多く巧謀されるに至るであらうといふことは多分にわりう 

べきことである。過去にをいては々ルテルはその巧具の巧巧の巧大をその巧1Q目めとする 
の 

生をを又は商人の任怠的おなであつたのでをる。 

一九S一二年及一九三一巧年巧年には’巧菜沈巧巧に巧 <をらゆる化の囘巧巧にをけるがやうち 

カルテルの巧における•特にをのを時までは化かしかカルテル化されてわなかつた完巧品エお 

及巧が巧萊において’乂巧な巧加がをつた。一九一二一二年にはセ十六’；一二四年にはわ一二十，一九 

一二五年には約十三三九一二六年にはめ十一のカルテルが化热された。一九一二五.六兩年Sのも 

巧ータタが及ホ巧の巧=11 

1の會ff巧订iiura々か■化jか奇一乂s—A ♦に藤一i 
17)おぶ♦ル巧なめ♦♦たの傷斧♦ゥん 



♦一巧巧働及産業のな織 ミこ 

’ の 

ホな前の巧おと一をするものである。 

セつのを柔は一九一二三一年にカルテルを化るやぅ政巧からお制された。一九三一网华ににお啤 

セメントを巧ぞ魚製品のあ耍をおをぶむ九つの强制カルナルが化がされた。一九一二ぷ年には， 

化巧巧るカエお辕巧性巧缉巧固をタィルを含む六つの强制カルテルポ化猫された。一九一一一六 

年には刺刀な生巧をあが巧印刷おが强制的にカルテル化された。他方において人組なをを巧 

巧カルテルは】九三ニニ年に•ホ瓦カルテルは一九一二四年ち巧巧が巧•巧巧な巧.晚巧がみ央なおぶ 

おお巧おのカルテルは一九一二六年に解巧さホられた。 

商工案の々S巧なへのお巧にょつて•さぅして今日では內地を巧が品み半がなの一切と少く 

ともを巧な生産の半'!とにあんでわるカルテルにょつて•田ちおみまを巧府は巧でのあらゆる 

方面に完全なががを行ひつつある。政巧のH的は•か何なる巧人义はが曲の巧巧をも巧ること 

なく’一化が利——この一が席利が何であるかは•一に巧おれを巧がみをするのであるがIの 

ために由內の巧巧生巧をお巧して巧くことに存ずるのである• 

巧お及結言 ‘ 

两おが制の巧張は巧本的には适巧なも巧巧なとのホ分な化むをたることと，冉巧惦が畫を金 

常弧，,-*が*ミ。トー日. 



をなだに卜も 
ブリヴブンユクイシ•マ*クスr露:ミB家に*rけるFriむMoral 

"Coがr巧It in the Third Rわん"—乂ミホおJーミ«■に*けち, 
イrAe*.なJ Roけt Lけ•••iX‘uuches Rechし• •丘g巧ミ夏よ々めかぶ. 

なすることとの巧»によつてお起された非な巧巧にぶづくものである。問埋はホの出に接し 

てゐる。すなはち’非常ず態に巧ずるために巧用ホられたなが且包括めなが制の制おを通用す 

るためにほ巧に•よつて进られてホ现に适られつつある巨大ななめめ拽脚は决してお巧的非な 

時局の巧態が巧夕すれぱ.それにつれて調はぱ蚕裝巧が一されるかどゥか.といふおにホる。Wお 

れを主をの巧巧政巧は•巧をはち問企菜をと巧爭すべからず，となすにある。「用おはがに间巧ち 

巧の巧巧のみを，巧言すれば•人巧あ巧おの巧ホにをも適をする方法によつて巧巧を巧巧あ化描 

することのみちその巧巧とする。この制限の巧內にをいては'巧即か菜おのがおは•それがを拉 

巧巧のお利をち應するおり’あらゆるホ法をUて岡おによつて促進されるのである。J 

巧間企業がな的利益のためにする巧動を巧おが許すのは•お閒かおが利抑旌巧のためにを求 

ずぺき巧巧と，闽巧を巧の利なのために闽まの巧てた計董〇を巧に干ホしないために巧刚企業 

が追ホしなければならぬと闲おのかをした政巧との閒にが巧のなせざる化りにがてである• 

巧民れをぶはお巧計巧を持つてねない。巧巧の巧力への上がは现を巧態に巧するな烈なる 

反抗の紀巧である。ロベルト.ラィ巧±Q巧ずるところによると•一九ニセがに阁おれみ巧の一 

巧門をがヒブトラT巧に一つの計巧を提出した。之に巧してヒブトラアはホのやぅにをへた 
の 

といふ。 

巧】々々WA巧巧の巧3111 



ホー々巧《及*業のは# 

窃か51つのを济計巧をお迅することは'予〇なしぅるをもるなことでをらゥ•吾*は 

すでに票S山を5SをSてむミ》からfK*た一つ？？公5る巧由 

はおかに少しもを在しないのでわる。一 
两巧SSS濟—寡Sといふ大5A&忆离Kをけ5 ;s養勢力を巧 

用する必置ょ0 5fれ5ちSSS震&け為らかsgsiiは巧逸の 

巧勇を雲」たでわらゥ•モれ化ち夏はそれが相沒」た制？雲」てミ宴の上に 

巧巧？？ 5た長ではtこQS置養をSSかf 3民的置」とSホに 

巧巧させるために•そのち大ホほ治め巧力を用ねたのでをる• 

巧仿S曲的力はな巧された•曲巧を約も巧Sもを在しない•现をのを律お巧〇下では 

2は网おに？るものたらざるを得ない• 5柔の組巧は田をにょつてな制されてむろ 

そのがホ者はか閒から落ばれた巧おおではなく'W巧杜々巧のち巧大臣でわる•巧ホおは化に 
巧して息ぶを開iiV'る特樓をSてはむSSれS令とStミ•巧* 

QSまはがれのちをSSとなされち化れの巧化をは化れのな®をでわろならはホ 
れの命令をg行すacとを？た&い蓋れQホをS」て巧隻理を5SするCとがで 

*る•こQ&府s吏は巧哀2護溫」55#sでわろ*本f巧5もが 



れのみ巧に封してお論しえない。 

巧ま問の巧ホは禁止された。巧巧な方に封しておをにおける唯一まは巧を人巧でをり• 

巧巧の利なと調かしない限りは站何なるな的利益も视聖でない’ちが切をによつて吿げられる。 

田まはおを所巧をの行動が社をの，打をに違反する巧なじは•巧巧をの地にから之を招免するこ 

とができる。同じ巧由によつて’闽家は巧がぶの就いてわる地化をがをずることができる。田 

おは巧を巧震の巧をが涅ましくない涅合には•さぅして困ちお巧の他のな巧に資本がョリな巧 

に必をとされるおなにはが該を業への巧資を禁止することができる•阐おは视ひ化されぅる 

利巧の金額を決巧し'割餘金として保巧されるながの利用方法を統制することもできる。まち 

酉まは巧々のをお义侧々の企業のおみに垄わられる巧おおの额をかぶする。なをのホむとし 

ては國おはわなを銀.利率信用の巧及分配を公をするのである。 

巧おれをホ茜が治Qg年間にな鼓されたお巧的.れを的制ぶはなをのである。それは日日に 

巧巧されつつある。^^マを巧足するためではなくが旧のなに應ぜんためである。巧おな々 

ホおは巧巧の搭巧的.社を的化措に封ずる何らかの巧断め計まによつて巧巧されてむない。W 

おれを主義の巧が立法は巧子のないじかし沒巧とした言おにたちてゐる。巧なおは政おWか 

からは何らの制恨を巧らない巧化な巧化を與へられてねるのでをるが波らのおかとなるぺ* 

第一章夕働度産«の&« 己五 



第一章巧惟及庄巧の担樂 

み巧めな規則义規めのなをしてむないといふことは勘まなが巧でぁろそれゆよに2めに 

いふと.巧閒巧柔Q活scおける巧化な自由へ®巧Wといふことはを全なW寒.*合主をの地汉 

いふ二とととをく同；ち起？’へをCとでをろ窒ごづれs£るか巧おおが••ルす 

でぁららラ。を*巧來忆琴るW。忆わい了は.か巧化るSな巧化をも巧？る巧みはむレ 

のでわる。 



1)ブ9イドタブいシ*ブブ♦!: を度e♦に*けち扇ft巧巧♦方J Priednch みrnii»* 
**Deutsch lands Wcg im Kamof ve^en die ArbeitslosiKkeit." Tヴイ A トシ♦ブブ.t 

Der WirtschafU Ring.(化お. 一A•ミと*一巧左日）XMm 

第二章獨逸にわける勞働者の經濟的地位 

巧巧れを主義がおの第ーホ巧ヶ年か受一九一ーニIlls六年)のをホの巧なはた类を除を巧がぶ 

の地化を改をする忆をつた。一九号51パのが力を招に化だつ巧選巧岡をにおける妈巧れ 

か巧のホ要スa Iガンはf化巧とパンJでぁつた。 

一九年のか巧には失おがおをななせる巧がおお巧にを巧せる乂おをはが一ぶじぶされ 

てゐるやぅち六ち巧人な上をおへた。之に加へて®らく】百巧人のr小：？担乂おをががAして 

ゐた。彼らはななのホ巧ををが乂つて右たのでぶ碑のため巧の化務がに出城することをやめ 

た速中でぁる。をが欠菜ぶ救はす巧にがおし•をに】九一一一六が九Hじは一巧逆を化かな過する 

にすぎめお化のな字となり、他方不可お乂龙はおんどをく巧义した。こ公す可担火で夕巧巧中. 

わ五十な人はお化す能をとお巧されてねる。巧がの欠おは火ぶ分はなお巧動の串巧の巧むと 

S巧動の巧巧の巧なとに起巧する。一九一二た年一Hに火なおが巧八十五な一一一千人にが加し 

たのは•を：乂にょつてがなされた巧お巧莱巧動において巧通にぶられるお巧のホなめかなの結 

巧二な词这にかける巧かみの巧が的お化 一ニセ 



阮4織产觀蓋?^^^ 

年毕巧 
1929:年ず為 
1930：年や巧 
1931:年平巧 
19班：年や巧 
1化巧：一月 

二月 
H.月 
巧月 
五月 
ホ月 
セお 
八n 
九月 
十ぶ 
十一月 
十二月 
年ホ巧 

mi：—月 
二月 
吉巧 
巧月 
五月 
ホ月 
セ月 
八月 
九月 
十月 
十一 巧 
十二 .巧 
年や巧 
一 月 

月 
巧 

巧 月 
五 月 

月 
セ A 
八 月 
九 月 
十 月 
-1-一月 
十二 :丹 
年ホ巧 
一 巧 

Ji 
ミ お 
巧 巧 
ぶ 月 
>iL« 月 
セ 月 
八 月 
九 月 
十 Ji 

1,914 
も140 
4,573 
も5撕 
6^14 
も001 
も599 
5挪 
らク孤 
4,857 
4,464 
も124 
も849 
3,745 
3,715 
4 059 
も733 
み773 
3373 
も798 
2009 
も5が 
2,481 
も42け 
么煎d 
も洗2 
2占㈱ 
2み城 
もがみ 
もも说 
が74 
2.764 
知む 

保Mt手巧を巧ぶ 
  

1占了け 
1,789 
1が,7 
1,(>54 
がけ 
y42 
6说 
5撕 
m\ 
416 
撕4 
800 
316 
お7 
345 
〇.'.4 
5班 
こ将 
419 
249 
219 
232 
205 
290 
310 
298 
祗8 
388 
535 
340 
が•け 
719 
4〇8 

Rを致巧なをなホ 
1お— 

179 
靴, 

1が78 
1，437 
1,419 
1ぶ巧 
1,479 
1,409 
1,836 
1がU 
1夕巧 
1,170 
1，1(、リ 
1りな 
1ル—が 
1,175 
1,275 
1-1が 
um 
yii 
841 
6班 
814 
了撕 
:が 
707 
了:が 
785 
了が5 
が1 
£14 
がI 
加 

I •，が 
! 7前 
I 71(； 

が1 
6わ 
HSC 
••卜。 
iW 
了ぶ> 
720 

十一ぶ 
十二月 
がホだ1 

1*,537幸 
1,502 
U其； 

m> 
Kだ 
744 
tH)3 
6け 
67が 
ml 
♦Wの 
がが 
Wだ 

尖藻ホ法を 
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巧但ホの巧が3巧化 巧进にかけ 



第二な切巧にわける巧tt巧のな濟め地化 巧0 

巧でをつた。だから一二Hじはえ粟ををは百二十四巧を干人にが少した。 

訊ゆるヴ郵ッ^^ヴかァ械ィがすなはち巧働わ巧計まに使用されてゐる々がぷの數は*一九ーーー巧がの 

や均五十六巧人から約十巧人に引を下げられた。をれゆ免にが巧的には.巧の年齡に逮したわ 

らゆる獨逸人ザ班おでは正規めな仕ずをぶ化すことができるといん狀態にまでががしてわる 

のである。 

乂業克服の巧務は部みのには’おが巧能なる巧がをのをおをザな义强制め々おを化に化化ず 

ることによつて.さらち公巧巧ホ义稱軍備のための网をのま化によつて巧なされた。巧す偏を 

除ルしても'がおみ止ャがシQための政府の支化は非常に巨がであつた。化ちぶ止化のなな• 

内水路の捣おぶなが港対なを.閔を义國民化を巧諸機關のための新なるなけの巧窠もの单巧用 

ぶおの埋設.续沮义巧が巧の工場及設巧の巧巧及が狼のための巧府の計莖は】九一一一二年より一 

九Sセ年に至るiiにめ巧十なラィヒスマルクに上る留のま化を含んでねた。巧巧な巧からの 

巧おによると.障が空巧の巧事の裝備の巧設とお持とを含む巧巧巧は同じが刚の閒にめ八十位 
の 

ラィヒスマルクに上つたさぅである。 

極々の巧を計巧のための政府まがのを大巧は’一九三ニニ年の半巧から一九一二六の半巧に至る 

閒に巧加した巧粟を巧おQ一二みの一が余二をに示されてねるやぅに，毯榮柔において席化され 

の第六 
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73 
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说 

助 

エ萊な乎エ某 

巧 美 

巧巧が巧エ棠 

获 巧 

巧 子 巧 

を）■巧が巧 

鐵-巧な巧な藻 

が■を■なfi巧業 

«が巧を巧 
お力が<Biエ榮 

Iをおを含む） 
CなtIM。*及お涯 

精X5工羣及无巧巧 

100.0 54.(» 

454 

も(が7 

11H 

1.7 

44.2 

506 

218 

401 

議 

98 

1泌 

115 

•がな 

0.4 

252 

17ぶ 

说ぶ 

31ぶ 

73•" 

5.7 

13.8 

1义2 

l!U8,y 

1ん4 

ゴ。 

掛 

4な 

104 

の 

20 

7 

37 

79 

14 

ぶ 

撕 

53 

ェ策 

ェ藻 

〜 r- ぶ 

巧な品巧を巧 

裝板巧蜗巧 
皮 >.リノリウムて3g 

ゴム-石紀エ集 

裝 が 巧 

木裝ながを巧 

樂》なみおを巧 

を巧なかな菜 
巧軍KなぶKる霞 

巧な裝なぶ 

±木な巧菜 
水面•た]巧•電氣に■ 
する* 

を巧巧巧巧 

»を巧巧巧〇を 

合 か 

0.4 

7斯 

リ3 

60 

178 

1ぶ 1いけ 

041 

ホ21 

311 

148 

1.5 

10.5 

5.5 

203 

116 

が 

330 

173 

m 

46 

说 

104 

14 

6.4 

34ぶ 

31ぶ 

83.2 

4ん4 

52.8 

106.1 

116.9 

71ぶ 

76.7 

33.7 

1も0 

17.7 

26.0 

10.1 

躲 

63 

117 

24 

2.1 

东7 

420 

214 

谢 

48 

244 

16.5 

巧働ホの巧濟的ホ化 

巧巧«Bgを々わ• 



巧ニホ！！！泣にわける巧！！ホの«濟的地な nil 

たといふを巧に反映してわる。こ〇期閒にをいてを巧おの巧おをは六十六巧六干人から二百 

五巧セ干人にがち二〇ク九％ザけが加した。巧巧零な械おを業お力单巧装适おにをけるなお 

を巧の大が加は一部分は政府のが軍備がをに’一部分は公共主木が柔のな巧に’がせられる。巧 

綻エをとお服エ栗にをいて巧裴をが巧お的に巧加しなかつたのは’一方にはがかの欠乏ち化で 

ではピれら巧柔にをけるな業をのが退がををがエ’裝においでょりも少かつたを巧に起因する。 

就ををなをば】九一ニセ年の初頭に達せられたな水がにお持しゥるかをかの巧齒は‘が本めに 

は两まが巧の問ミなであり，また’巧巧備のための大ま巧がおつた巧合に材水巧のを巧をしう 

るお力が民間にあるかどうかの巧煙である。闷をがをのま化を巧おしが人なちの巧巧に巧す 

る現在のおおをがますれぱ，直ちに巧を粟に巧まなな巧が现はれるであらうといんおががな< 

抱かれてねる。 

を間》及週貸を(名目的及巧巧的) 

一九111111年U阵，因民おを主を統治のを本政巧の一つは’時間な錫をの巧加を防止し材時に生 

巧巧のを巧を囘おするにをしてむた。この政巧の第一の巧分は巧な閒庞じおしてむ巧の巧巧 

した完ををを治めががを巧して巧なされた。しかし巧二の巧分は！一巧な巧力の巧を巧巧上に 



みだすが制不能のが巧のためと•度をおの巧なを®巧させよぅとするな巧の巧空0ために’ョリ 

西巧であった。 

巧111をは一九一111—一四年にをけると一九ニセ年より一九一一一六年半に至る時閒巧り及巧な 

りの名目n及巧巧資をを示し索四まは一九二八年より一九三I六年に至るまおエをにをける名 

目巧级率ををはすものでをる•基巧年度の一九I1111一四年をI 00とすれぱエ震巧がお0 

名目時閒貸銀のや均は一九so年には二〇セ.一で’I九一ニニ年には一六六をでわる。それはま 

らに】九三ニニ年には-六一.四に’1九S四年には一六一•二に巧少しdを一九一二六年半を同一な 

にな付されてねる。一時間の巧がの隣な力は一九111111四年の100から】化II二年にた 

いて硬を0を离お一四四をに上をした。そQ時な來•それは捉えず巧をの一路を辿り•一九S六 

年半における一11九直に至ってねる。 

あ目巧贷おはお貸率と，巧が時間がを週四十六時問から一九二九年における四十一時閒半に 

短搞されたこととのために•一九S二年において一一一一0.五といふな巧なに下巧した。一九一一一二 

年な阵はを目巧な銀のおおは巧が時閒の延おのな巧，かなり砲なな-:‘：舟が向を示した。I化己 

六年の半にをいてはお茲はニニ八.〇を示し•な週のホも々倒時閒は巧十ちん時巧であった。一 

九一一一六年の半じおける週な銀の巧な力は一九二八年Qやわよりも打く•一化1110年じお注した 

巧二な«をにわける巧Kホの色>巧ホな 田I二 



巧度（のじ；年が巧) 

獨な巧なか巧 

1913年の化及力に わけ 6 «巧な化 ■ 
を巧巧の ■ ■ 田 ■ m ■ 〇 P ■ 巧かよ旨た 巧,.が■化JI 巧策 P01 mも=1从| 2E1 i4i^ 巧巧巧1 巧 圍1 EsSi Wm 

ぺ。 fm 田 ュブtにかける巧巧貧» 

100.0 53 54 50 54 故 魄 m 41 57 

120.2 " " " " " ■- が " " 

1ぶィ 65 が H4 73 •• •• •• •• • * 

1把ぶ ■- " り " 73.9 が " 54 •• 

1孤ぶ " " い - •- •- r>2 1 78 

144.4 が El 说 77 " •• •• •• ‘ •• 

138.0 " " " " 悄 " 50 •• 

1撕ぶ " " " " •• 说 •* •• 

133.1 •• が 00 .. •• •• •• •• 

13H .. 的ぶ 64.7 57.(1 5«•巧 84ぶ 44.1 iA)A 83.1 

130ぶ 70.4 的ぶ 齡1) こ7.1 68.7 86^ 44.3 なり； 82.0 

1ぶぶ " 做ぶ 65 7 抓6 06.3 が.7 44.7 50ぶ 81.0 

▼ルタ义はブイヒスマルプにかけるる巧巧 

10U.0 34 31 巧 30 " 35 21 汾 拟 

•• " •• 一 - " " 24 •• •• 

110.7 が ぶ 33 拟 " " " " •• 

115*2 - " 一 •- " 45 " 汾 •• 

117ぶ " - •- " " " 进 •• 37 

116.1 化 说 が 30 " •• •• •• •• 

108.2 " " — " " が " •• 

111.4 " " " " " " 汾 •• 

112ぶ " " 饼 26 " •- •• •• •* 

"かぶ •- 32.54 28.77 L化说 り 拟.48 18.02 か•傲 ふ4.40 

111.9 抵.96 33>35 ぶツ2 27.14 " 40.W じ.90 ぶ••お が.29 

11"ぶ - 33.94 30ツ4 27ぶ7 •- 44).55 化.68 別.了 7 35•汾 

巧ニク巧なにわける巧M者の«濟のホな 
巧四 
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42 
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41 

お 

35.82 

:が•か一> 

37.77 

44 52 

31 

にかけ2^巧巧な 

80.5 

82.5 

81,8 

70.3 

7(1.4 

70,5 

61•む 

62.4 

63.4 

91 

8C.5 

94 93 

城8 

汾ぶ 
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103.8 

10C.6 

106.7 

117 

101ぶ 

1り1ッ 

100ぶ 
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1り7 

114 
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69 

77 

62 

54•け 

54ぶ 

妨ぶ 
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における巧阿貨お 
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巧《者の巧濟的かが 



»巧る巧お巧巧！!!則に依る巧女々のをの時脚巧錠を 
(1923年巧月一日——1化泌年巧月一日） 

ほ巧——«な困巧か巧（巧位ライヒスぺユヴヒ） 

を が 1ザお 1020 19^0 1931 1932 1933 1934 の35 1936 

をを臾 
巧おな 卫 がぶ 101.1 102ぶ 97.4 SL6 了ん6 なぶ 7も3 78.3 

ザお锭 て 77る 81.8 だんな 70.3 がぶ 诚.2 68.2 68.3 68,3 

助 卫 75.2 79.4 80.7 7ん6 64イ 62.3 腿.2 62,2 惦づ 

女巧がな半巧巧エ なけ 63.4 从れ がぶ 53.1 別.7 51ぶ 51ぶ 51.6 

か て が.8 52.7 がぶ 別•け 43,9 43.4 43.3 43.4 43.4 

おな巧 
巧 夫 110.2 じし5 凹ぶ 113.9 95.5 斯ぶ 95.5 95.5 斯ぶ 

不巧抹 卫 がぶ 7U4 了ん0 71ぶ ㈱ぶ がぶ がぶ 59.9 がぶ 

を■化工巧 
巧巧 卫 86.5 93,4 斯.4 90.0 7ん5 77ぶ 77つ 7ん〇 78.0 

す巧篇 卫 77.4 84.9 87.1 8*2.5 了 L3 71.0 71.(1 71.1 71.1 

か て 

巧 卫 70.2 74.7 7ん5 媒8 02*3 け1づ 61.3 61ぶ がぶ 

た ェ 5().8 54.3 56.0 がぶ 45.3 45.0 45.0 が.1 45.1 

化巧エ巧 
な エ 97.9 U化3 1U6.5 87.4 从1 87.1 的.1 87.1 

が巧巧化用人 7も7 が.2 86•イ 巧ぶ 70,3 70.1 70.1 70.1 70,1 

た 卫 62.5 る5.2 57.9 6t5.0 47.1 がぶ 40.9 46-9 がぶ 

化巧お 
巧 卫 111ぶ 1の.3 じ5•ゴ i】ぶ•这 U)2ぶ 8L5 81.1 81.1 81.2 

早巧な巧下巧«ホ がぶ 9ん5 化.7 8U.4 65.‘2 おぶ W.9 が.0 

がが巧 
巧が巧试エ - '‘けぶ 06A 01.5 7ん4 巧ぶ 7も9 75.9 

す巧が 卫 がぶ 09.9 :r：}.2 Ci>.3 5«,S 抗ィ 57.4 57,4 57.4 

た 子 おぶ 47づ 4リぷ が•よ 孤•了 3t>.« おぶ 说ぷ 献6 

巧おな巧をま 
3tft 巧 X 

巧 IU-J.9 110.0 1巧.5 m:^ 化:ぶ 沁ぶ が王\) 02.0 02.9 

女 が•り 巧んリ が•け 獄7 5ん5 52.7 於.7 02.7 52.7 

でが» ェ 
巧 7bM お:2 が 80ぶ がW 化,•り 诚•'• む1)•り 化).り 

た 4••ぶ 61.5 54.7 み化 4义U が•り 45•り •1ムリ 

巧が突 
化ホ X 1じぶ 11了ぶ U7.3 1103 Sん1 '•ベU か1.1 VHU いL1 

ホおが 卫 •が•る iりふ3 1り主3 00.7 b4ぶ :リ.7 79.7 7..7 7••••了 

1 女子乎{#エ "し4 化：J tH.2 UU 5ご.6 がぶ が•ピ がぶ かぶ 

♦十ん彥■.こ*けじも々B—の«比！! 
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巧二巧巧をにかけるみ働ホのお濟め化な 西バ 

戲をの高水がに比して少しく®いばかりでもる， 

この結論はしかしながら若干の制限を必をとする，何となれぱ•まづ巧】に>巧が巧は一九二 

八年及so年におけるよりも3リ商い觀な〇巧所得を化稅ぶれをがおがとしてを拂はればな 

らねから•このがはな巧のと规所巧の分析に閒顿してが巧されるであらぅ。巧二ち々のおの 

巧入する巧なのおながお干巧下した。巧Sちななの生計巧巧おは】九一ニニ年Uをにおつたわ 

巧の具度をホかに反映してわない。それなにやおめむのを巧がぶの生をお巧は巧*巧下した 

のでわる。ほお率のなせ化態は不動のわ仍水準によつてけはれなかつた•といふのはむがの 

巧始計晝はを大なル两巧を閒巧をおおし，図巧な巧时的なをお货さちおをのを巧な及巧巧なの 

非巧なを入巧をよぎなくしたからである。タザを巧お度のほ下はをおさるベをではない•巧 

め人口 Q地位はを巧としては改をせられちミことはを巧おが巧とお本がなの巧巧との枚 

字によつてを示せられてわる。 

を巧働所得 

巧をにをける巧め所2統がSいては巧巧巧とが巧Sな宇が則*におはSれてねる• 

-德所得は巧Sを5 £」て支がはれた講S約を一て•資SS置®た《に《妾 



を巧が充をしゥベき巧をまはす。兩をの差巧はなを巧おお.巧の我錢の巧.みが救巧寄附をを 

巧のま巧0ために巧かをのな缀所巧から控除されたがにをたる。巧五おは一九二五年ょり一 

化一一一六年に至る巧銀巧化をあがも生ををのを巧所巧を税かかがおみ他©巧金•純所巧を示すも 

のである。 

巧晒中の巧銀巧のを，使用人及を公まのおは一九二九みQ一一卞二十巧から一九己一一年の-卞 

四百た十巧にがち二七.一一%だけが少した。同じが閒にお所のは巧な一一一十にライヒスマルクか 

ら二百五十とたライヒスマルクに扭稅となを化おがとをを除した巧巧巧はSち八十五化ライ 

ヒスマルクから二百二十五をライヒスマルクに.卽ち四Hハ％だけが少した。一人なりの巧所 

巧はニモ百一一一十ーライヒスマルクから干セ百四十九ライヒスマAクに.卽ち•ーセ九％だけ•一人 

巧りが所巧は干九百六ライヒスマルクから卞ちちS十ごーライヒスマルクち巧ち-み六％だけ 

巧少してねる。 

之に致して一九S二年ょり一九一二五年に至る期閒には’就業をなはモ四百セ十な人から干八 

巧五卜巧人にがち二五ん％だけ紐所巧はSち二十二なライヒスマルクにがち二をS %ブけ•が 

巧巧は二ち八十一倍ライヒスマルクにがち二阳充％だけお加した。一人巧りのな巧料じなW 

上同じ化の干t巧の十ニライヒスマルクに停まり’一人巧りのが巧巧はなかだかりがじて干ち 

巧二か拓なにわけこみんホのお巧む巧位 口九 

が一化ーミORMU 
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上；巧上 

策六を小巧と巧巧り925—IWの 

出巧——巧なけすそお局 

ル / な 

倒 • ’巧 を 狂* 
年ホ 

をがiた巧品 
\ 

巧取巧 住ち を巧品 巧思巧 住を 

19姑=む >0 

1り25 81.4 81.1 か•、け 了ん2 83.4 • • .. 

1かが 84.け 85.9 8んり •1•— バぃ V0,3 • • ■ « 

1927 化け 94.1 1X5.0 88.7 94.1 •- .. 
1928 100.0 liKKO i(HU) 1けい> 靡•り む化り 1<化0 
1929 100.4 im,s 97.2 むだ.9 102.5 95.9 "巧.0 
1り:か 91.8 90.5 87.8 W.ゴ 101.4 91.3 01.3 
1解L 79.4 84.8 74.1 81.5 ザJ.1 W.4 9し4 
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11)33 59.7 む了ツ が.4 54ぶ かが !づぶ 了ん1 
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1が巧 化け 了ん7 巧.7 7り•け 97.5 リ丈け 化:ぶ 
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巧ニク«巧にわける巧働ホの巧濟かホな 五二 

ち巧十ーライヒスマルクとなつた。 

一人をりの巧巧がを巧巧に比例して巧大したなかつたのは•ちとして•一九一ニニ年Wホ巧の力 

への追加がながの巧給生活をよりもまに巧錫巧がをであつたもちにみづくむでわる。一九一二 

一一年にを銀巧街をはを所おの巧た.0 %ち巧用人は一二0直％ちな公巧はニニ.五％ををわつて& 

た。之にお應する一九一二五年のお宇はそれぞれ五巧兰％'二八兰％及ぴ一と.凹％でホる。しわ 

るに巧银巧おちの平均巧巧はを公おと使用人のそれよりも巧いから•一九一一一二年より一九一二五 

年に至る一人をりの巧巧のお字が下つたのでわる。 

個*の巧伤をのぶかでなく，を括として苗民所得のお地よりすると，注目すベを巧巧は々化を 

巧の巧员力のぞしい巧加である。がち•一九一ニニ年よ.リー九S五年にまる閒の巧巧の巧巧の巧 

かホ五十六をライヒスマルクであつた。义も同じ期閒に闯おのれを的ま化が十五をライヒス 

マルクザけ巧少してゐるかち巧巧巧巧のが巧加は差引の十一なライヒスマAクとなるわけで 

わる。この追加された巧员力は巧六友の示すやぅな•小巧菜における巧上の巧がとお木巧お0 

巧巧の巧大とに反映してわる。 

所得階お別による勞働所得のみが 



一九I二五是2急SQめS11%がーケHs十セライヒこ；置s學る巧 

銀々樹をによつて巧おられてゐちこれらQ人々は赁级をSを扭のニーニ％になろ之にお 

して一九二圣liはC S巧.Sに？るS意を：所2六一一玄を受け•巧倒お含Q三I电 

八んを示してゐた。また巧七S明かなやラち；量年忆はな5 Sを促S五％ご 

化二妾にはをQ四量％がーケ巧百四ライヒこ；孚Sけた。平均巧護巧は； 

二九年には百一二十五ライヒ，< マルクで.1九量年には巧四ライヒスごクであつち 

巧給化巧ホの平み巧巧は巧鼓巧がホのそれよりもかをりに拘い。それは一九二九半には二 

巧セライヒス：クに•一九一二五年にはち八十义ライヒこルクじ上ぼつてむろ；二九ド 

にを；は巧たS2S五八矣I忘比」こ九一二五年におSてはそQ六男％が 

—ーケ巧二百ライヒスマルクU下を巧けてゐちこQS巧なQ所5はj九二九年にを 

いてはを所得Q二を一%を.一九量年においてはそQーニ寞％を受取つた。；二九年こよ 

祷たホSを捉Q五.；が•一九I二五年Cはそ〇内•二％が五百ライヒスマ；をな過する"巧 

巧をえてゐセ。 

巧樹人DQ-K産ijよミ，られ了ゐる胃ライヒこAこH所ぶ&そ3疾& 

の生巧を稚持するQCは直かちでわる。けれども巧い易S忆招する22かなりむ 
を一な§になける巧奠のな窝なは 
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6> 有霞jHptにかけもAitio千seaヤーg—千人中た了有藥»はホなE十二萬置r•入たCへで 
&る. 

第二な巧过にわける巧がホのがお的か化 がプ 

おを0をは化らのは叙の-かによつてをのお巧を立ててはねむい。巧らはむかのなが巧を，おに 

典お及商架から0をれゎ*•ねつてむる。をむ上*ぞくのおを一お故なりに二人U上の々仿巧がを 

る。だがピれらWお楽にも拘らずが巧おのかな〇の部分が相應な生なをおれずるじ化らぬが 

をな巧しつつあることは巧ひない。このなだは巧裝化態が殆んど勉かがに速したにも拘らず， 

政府Q夕巧なおが巧がなが沿がされつつをることをぶ明ずるものである。このおわかに一九 

一ニニ1一二一一一年む十-を五干ラィヒスマルクに比して一九一二五I一二六年の十々お一二干なラィヒ 

スマルクとなつてゐる。む巧巧巧阶なにおする巧がホはるくおが牛みぶ哗其他のあおがかな 

のがにおいて闻みからおか巧のを巧けるのである。 

巧働人口の職業のか布並に成長 

一九S一二が〇间巧調查によればが八をにぶされるやぅに六卞五百二十一巧八干の人口の中 

でS千二ち二+九巧六干〇が萊巧がゎつた。一八八二年より一九一二一二年に巧る五十年の巧刷 

ち人りが六Sも％巧加したに封して将裝夕むじ九一三一％增加した。た子がおホのを人口にむ 

すろ剖なが巧0%巧加したeQに比べて巧子が業をのそれはと％であンた。がむ生巧ぶ巧は一二 

六六％せ加したタタの者のそれはセみ二％にすざなかつた。采^^がニニ内％巧かしたにな 



Wk iBt 

1882 1獄5 1み。 1925 1化な 
1 

I i8H2—19お 
における巧た 

■ * 
«度 

(干人、 ホ 化 千 人 百み比 

貧化巧ぶホ 11,874 H乃の 14 950 6,けが 79ぶ 

任が生巧# が11 5,513 4抑 366.0 

表#化巧人 园 圓 1,449 け18 S 
合 か 10 878 13が7 1も634 21,477 ゴいW1 10ザが 99.‘！ 

巧 ま 4;巧1 4619 も7が 5辦5 肌 班•ィ 

手巧家ち 1,676 1,790 も773 5,437 5.別2 3,636 リも9 

をを巧巧 】も88r> 19,706 の,巧6 抵がの 进夕W 巧,*111 91.3 

み芭巧ホ 1御 1リが 3,078 3,844 5が1 ん煎6 3 了 5ゴ 

丰装なき巧*ホ 21,724 24^32 20,757 26,557 27,101 が77 2んけ 

を人口 39,834 45,925 54,991 62,41け 故；^8 25；iU4 63.7 

巧巧年■»人口 
もKi—Wを）本 24,016 27,564 33,4yo が,745 44 831 20ぶ15 86.7 

本一巧みは纪|»* 

ち 
セ 

巧八表巧柔人口 （1が2—19巧) 

出巧一巧な巧がが巧 

獨这にわけるホ働ホのな濟的地な 



第二aホ有業人口（18»2—1933) 

出巧一巧注巧巧な局（巧技1が2=100) 

■ 

ホ申巧用の面用は巧ti 

家*矩巧人 

田をにわける巧«者。經濟め化化 

••か 化 



して卖ま使用人數はセ丸％ガけが少した。 

一八八二年にはなお巧倒おはをを業人口の四ホ巧％を示してゐたが•一九一二一二年にはそQ四 

六.一二％を现はすに至った。同じ期閒に俸給生巧お0削合はセ.0 %よりーセ.一%に上ったがお 

巧巧用人のそれはみ0%から111入％に下ってゐる。を巧業を中におけるお主の割合は二を六 

%から一六を％に洩じたのに，手助家故のをれはみ九％から一六も％に巧した。 

無硬業をなにおけるSセを二％もいふが加——をれは一九二五年より一九sill年に至る刚 

に特に額蒂である——はな年を救の巧巧の巧加を示す人口の年齡が分ホにをける贷化に】な 

分は起因してねる。この因素が巧加の一半の巧因でをり控巧の巧索が他の一半をおおしたの 

でをる。 

一八八二年より】化一二一二年に至る有業人口 0独お的分布は巧九表に示されてわる。この巧 

閒において商業及交通おに從がするをのを巧お人口に封する削なは一一九％巧加したが之に 

おして自か蜡粟をの剖なは巧五％’エ裴义手H業從巧ぶ0割合は一巧％ガけ巧加した。をなお 

人口中における度お企業家及な業巧のをの刺合は三一二％がみし•み逝使用人の割合は五一%化 

少した。 

一八八二年じは设業はなお人口のほぼ一がを占めてゐたけれども•一九S一二年には二八ん％ 

が二を巧なにわける巧化ホSおホめ巧位 五九 

のW♦巧巧々亨有Attに#金ぶび义業夕ぶをな< 美«々巧のをなむ• 



m お 

煤み み巧热» 

> a を〇钱ザ其 

n 片3 互巧ちH 

ホ がおなお 

巧ニク拍なにむける巧进ホの約が化かな 

》> かA 口 e茜烘さ.みま(塞が一季ごミター舅ご宙望 

旺巧——苗按拓巧爭を <さなと 



"、。欄？孟滿がさぶ品rぷ肥織v。;為*^載ぶ 

を示ずにすぎない。巧おは他の巧ち巧踊のための々力供給むホ巧巧みでぁつた•なま上の白 

な白足を化遊する閣巧化みホ巧政巧0ながとして.巧ががこれU上山をより板を巧おに向つて 

巧化することは巧待できない。それかに•むい口から化ると非なちの巧化の化むは人口む口が. 

巧加によクて規をされるでをらぅ。 

人口の巧加 

巧巧れ々ホ茜巧府Qあ本的巧務〇一つはお巧人口のが加率におけるがおを抑止し.旦〇之を 

逆巧することでる。この人口巧加ず0がおは本化紀の巧城W巧巧はれてがたものでが十おに 

明かでをろ一九一二三一年においては•山をQ巧じな迹は一九011年におけるI五.六％•一八八二 

が一一八八五年の五年閒における一一.一二％に比べてがかに一二.五％でしかなかつた。巧ながか 

計Wの推巧によるち化じホが-九二の年より一化' 二六がにおる水ホに留まるものと假おし•一 

化二t年におけると同じを巧あをWてすると.人口は】化六五年巧にはお干巧となり'その明か 

ら巧少しがめるでわらぅ。おしも一九二t年と一九五でがとの閒にホすのがや力が二五％だ 

けが少し'そQW後は巧りなきものとおぶすると.人口は-化五〇华における六卞たち五-;-巧に 

たいてを巧助に速し'その年Wながおしてゴ000がには化かに阳干六巧九十巧を巧するにま 

巧二な巧巧にかける巧働ホのお巧的化な 々t 



グブスr人口々た♦々■!♦ぶ》.V, G!a s."S む URFk for P< pula せon •勺♦ 一％su** 
-A—二一ja* ♦ア•♦ク>fr•スr巧#々人口——心の凌Hとがグ'IfigJ A. M. Carr- 
i« under, "A ひr イ PipuUtkm.pAW Gr、,*th and Present Trenoi(•••碧二十 B■一 

9 
—ニー J!— 
S«under, "VS ひrイ i^^puUtioii.Paoi Gr',*th and Pr 
二化寅の >夏， 

<10 iutg rftiUlUfj —だと攀，一巧.A-IL 

巧ニク扣巧にかけSホ働者のお濟めかな 々二 

るでぁらぅが 

人口がなの#ぶはおお及扣をを巧風することを目的とする一蹄の方巧によつてお爭されつ 

つぁる。一九一二三一年セ巧にはお巧巧2が子供の出をによつておに贈おされることをがたず 

る法巧が通過した。其他の方巧は子供むによる祖稅〇化がもが錢逍のお刖お引•巧が市おにお 

ける特植のおなひお五兒な上の化生兒ピとに’巧化百八十るラィヒスマルク來说をなWするぶ 

庭になして丈拂はる每月十ラィヒスマルクのを巧义おおのためのおがを山をが化巧む创なを 

規をしてゐる。 

一九一二一一年から一九S四年にまる邮ち姑がなは五一六•と九一二からと巧〇•一六五に巧加し•子 

化の政は九九ちーニ六からr1九八，一二五〇に上姑し生の巧C应ぶは一九华の技化が 

五％から一九一二四年のセ.一%に巧ちなした。けれども一九S五年にはなお蚊は六を〇バ五】 

にが退した。同年の巧生おは一九一二の年にをけるよりもむかつたが化じおにおける相おのが 

加が出生S率を七％忆引を下げた。一九一二六年QSQ 5において結がおは一九一二五斗 

の同じが閒における四セ】.六一一五に巧比して四一ーニニ.-VM11五でをつた•子供数が少しくなく化 

たわが巧かつたためち人口の自巧が加は一九一二五年のな巧の一二をにをける一二六八•化】巧から 

一九一二六年の同じ期閒にがける|二九六>八五〇に上巧した。 
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♦十ま人口の巧を(一八五一年はat)田巧——巧aw巧れ巧 

巧；一巧巧巧にわける々《ホの巧巧的ホな ホIII 



巧二を扣这にわける夕かホの巧濟的あ化 々田 

一九一二をが及び一九一二六年にをけるがおなのがなは一が分は巧制おなのが用に•一がかは化 

巧昭爭Q刚QW生率の大巧少のな巧が现はれ始めたを巧ちがせられる•これら二つの巧菜は 

一九一ーニニ年八月から一九一一一六年十二月に至る閒に闻おのす化した六九四•一二五とかの巧を巧け 

金ょりもヨリ有力であつた。出生を巧加のための政巧の對巧のな果は測をしがたい。といふ 

のはおにを菜活かの巧巧尖おのが去を巧めををの巧大がそれ自みお巧と出生のなを巧加せし 

めたであらうから。出生率は不まおU前Q水がに引を上げられた。しかしそれではまだ人口 

中におけるな年をの脚合の巧ホ的がかとその巧巧のお巧としての人口のが盤を巧止するには 

不充分でわる。 

が來における勞働の供が 

閒近きお來に關するおりにおいては•巧化の化むは人口の自が巧加0ほかにを巧の巧みから 

巧大されうる。巧十一架に现はれてゐるやうに•巧が力の可な的近加は一九一二と年に百八w’一 

化一一一八年に化-一-八巧とおをされてむる。これらな教のうち一九一二tがにあつては三一十な人•一 

九一一一八年にあつては巧かに十巧人だけが失采巧からをおへと巧なされうるであらゥ。々の々 

へのを乂のを加はが人巧化をから巧巧される。化しをがめ®おへの化ら3巧がは•お人むが巧 

11)ムプ々ピ4ム♦シJハムプ•一Itsベ年十二巧一8•ミとん 



巧十—巧追加巧が供給の細源（1ミな7—むがが 

巧 m m——巧な巧巧巧（單な千） 

長 

みお夕巧巧の巧巧巧巧»年^^：め«なの巧きホの, 

巧 む 巧 巧 
1 
1 1937 193 8 

化 巧ぶ よ り 300 100 

手巧を族よ り 40 40 

お ま：： り 170 170 

人口％ かよ り 170 じり 

夕子巧®の巧かより 200 300 

其の他の湖泣より* ゴの 200 

1 
1,,)神 1 980 

巧なにかけS巧化ホのお巧の巧也 

はまおであり.その化まはホ巧でわるとなすW 

巧れ合ま巧の好ホにせだするものでホるけれ 

ども。をホ0巧は巧巧め染曲の能率を巧巧す 

ることなしにが少することがでをる•何とな 

ればこの階ぜはをお的お僻ががされてわたす 

をなのが問に異常に膨股したから。巧化化給H. 

Qmリな上の巧乂はホかお蚊数3巧少にょり• ^ 

またおを年限のが綻と挤巧巧の巧なむに j| 

ょってザi,能であるが に 

近をお巧において巧逸は々份化む余巧の-小I 

化に巧がするとは多かないでわらぅけれども.巧 

みが巧がのな切なホ化といふを乂なをおががI 

在してむる。このことは一化一二六がにがめら 

れた巧ヶ年計巧のをけ上をじて米たお別^么け 

要を考がすると•特にさぅである。巧株巧おむ 口 

ホボ 



。、巧でISぶ、.s一；rぶ*イ.二、二ーニ*け屬.-ん:ィが-,なB. 

巧二#田aになける々Wホの巧濟的ホ巧 すブ 

不足は】化一一一六ザの進巧と共にを*痛巧におじられて米た。こ0す化は巧あグ.ィ设巧げ代に 

巧練をおする晒震に巧かをを訓株するのをなつたことと•夕くの巧巧略1がが巧に巧化された 

こととに•お巧するものでをつた•工業の化巧における不かなWがの水巧をなぇた巧おは•を干 

の巧巧にぁつては.おをにをけるこれW上の增大が々のの約が俯にょつてのみWおでわるとい 

ふやぅな巧遮を巧り化したのでわる。 

巧な毋巧に助するなま 

かかる巧應Q結巧として•政府は-九一二六年十一月とHが米のために巧な々化者のホかれる 

供たをが成し.问時に现なする化むの！般に说化めな妃かを巧现するりめをもつ六つの命令を 

巧する必巧をぶめた刪これらのな々Q1つは】切のお朽にかして，がらの々め力の巧巧のが化 

とがホをでに厢入られる見込の见巧Hの数とを二H +五日U前にその化义の々がホ務所に中 

ホすベをことをが制した。その中かにおいて邱巧紹介及みホ化な«お艾は化れの巧なサるが 

はか巧巧のが邮しなければならぬ姑巧エのむを從をしぅる。おLも巧るむ巧が'お求された义 

巧エをを化用することがでをぬとおへるお合には材化の化巧エを卵がするために必®とされ 

る巧川と同じをがを惦お紹介Wにか入しなけれぱむら化い。 

巧二のををはを巧エおにおける巧が々做に巧ずる巧ホを巧除することをりのとずるもので 



闻巧の戍<^.と養0§^^|^を巧3巧现と忆とつ了$巧と夕へら化る化巧のおホ0阳止サられる 

ことを巧ムサんとずるにホる。これらの巧まさ二おを二みぶ链化立ここを受阳巧化のをちさ« 

巧六巧がおおむ奠八)佑お钱お進梢巧化みお叟- 0)錢.おが他3ホ巧Kなの满巧巧でわる•これ 

ら巧ホ！i¥ミづれSをにおい了も.護わa巧S2所SMかミ」C1ニヶH刚に4- 
人を巧ゆるみが：丄〇が加をなしえない。このホWをがずるにぶつて夕化巧扮巧は阳が夕义が 

おむ化を化がな巧資がの阴资.々脚ぶ化ちQ巧浑佑出に脚昭Iて化府のな々を议いLつクホる 

お巧に傳化拖を巧へわばならない。 

巧一二Qか々は一巧の巧おめお巧がをおエお义化巧ぶにおける巧が一丄をそわ训巧されたるむ 

巧と我る化おにが州しつつホるおなには.すぺて之を慷Wホる々おか務所にがおしなけれぱな 

らぬ行をがをしてゐる。巧の巧な所はかかる々のぶをばそむ巧なを3リょ <巧がしゥるお巧 

にがすが能を巧へられてゐる。 

巧SQ命々はが巧め.政治め乂化から蓋でホるなかむ巧ずむたわ々のぶと林れとのた分な 

る化がを化がずることをH的とする。このか々むがたになへピ•一巧のが間ホに公みのが巧は 

かくともそのぶエQ码巧削がちが巧なかを巧化わる々化ホな所に化ぶLなければならA•そ 

してこの巧吿は必巧なる々がホ必とががQftとt記がすることを巧する。々ftに巧するよ巧 

巧二々拓なにわける巧麵ホめか濟め地は 



巧二巧»泣にかけるホ働ホの巧»的化な 六へ 

として五モラィヒスマルクを®ゆる巧を巧せざる巧閒のを巧及び同じ二巧五卞ラィヒスマル 

クをなえるがを巧せざる公共の巧巧はこのを巧を巧がされる。 

巧五の命令は一四ヶ年が巧のを行は巧进人巧の巧ののを巧が利用される巧合においてのみ可 

なでわる育を述べ.十人な上を化用する一切の經巧におしの十なな上の人*の一巧比率たお俯 

すべをことを巧ホする巧巧を巧おが介；5おにが巧してわる。 

巧な巧のホのお持がにしてお巧の巧巧引がによつて四ケ毕れ巧の遂巧が化寒されるこよを 

防止するため.巧六の命令は田巧菜が介巧をのか可れくしてを*及を巧Hおにをける巧«巧働 

ホに巧する巧巧巧吿&化ずことを裳止してわる。 

巧お及お言 

巧おれをま巧の巧が政巧の下におけるがお化はホ0やぅに巧れすることがでをるでわらゥ* 

j尖菜は資巧上排除せられた•むしろ巧が巧Sおの不化が现はれて來た。 

二がお率はホgに化たれたじかし一時閒〇巧の0映巧力はを計巧巧度0ため若干巧下した。 

ち生な巧の增大はたいてい0まおにをいては々«時間の巧おによる巧な巧〇增かによつて 

巧る梧ぶに袖巧されてねる。 



巧巧进々のをのかれり巧山な巧分はな小化のホ巧の么巧を充すには巧*不化するザ所巧た 

をけてねる。したがつて彼らは，他の瞄裳から巧巧をえてねない化り.闻みの扶巧tホとし 

て巧わの形で巧ふのでわる。 

五•な萊おかとを巧化巧巧とにおけるホ巧な巧乂はなみ商なのがかなわが乂に巧いた。 

六术巧な時化を通じて引がまな俯されて巧た巧勘巧はそのを巧程巧を巧下された。しかし 

他がじあつては，前にはを部め义は部かのに失おしてゐたかな巧の巧のホの担巧の化化 

がが巧にか海された。 

巧樹政ぶのが域において巧进が巧がしてなる训煙はピのなをな类のか遊をががずることと 

巧巧率の巧加か牛：なかの巧なかによつてな級の脾巧力をが乂することとである。近を麻巧じ 

閒するおりにおいては.-满お化態にをけるが迅はわりさうもないやうにぶはれる。がつて々の 

の不化がヨリ】なのホ•采の化跟に巧して制限を加へるでわらうといふことの方がぶかに山り 

ゥベをことである。このことはおじ巧株々做に關してぶなする。巧お率のIが的トー姑はが。 

さるべ<もない。といふのは内地巧巧巧なとたが生巧构とむな乂可能の帖化に化川してわか 

うといふ政府むがが政巧によつて增乂をよざな<されつつあるところの化ホ•巧のが巧を巧止 

することが紹巧的に必巧だからである。これらの巧がなをの化で化巧する巧川はどれらを化 

ん二々阳なにかける々ホSがW的ホな ホホ 



巧二巧»巧にかける巧s者の巧濟的巧化 セ0 

巧巿おで巧ふが格ょりも和ぶない。この巧巧の巧をは巧泣產柔の巧を能力を巧け•それが巧巧 

する化り.生巧巧の其他の部門の引下げをやらざるをぇないことにならう•さうして冉が«打 

巧は化巧ら汾の巧がをがさないから.阁おのおお的な治がが下にをいてほ化に巧ちゥる生巧々 

中のホお巧りは货おザといふことになる。生計巧に閲する限りは，その巧下をが巧する巧由は 

少しもおおしない。けだし’一方では政府Qなま政巧が姐方ではかW巧が上の曲なが•たパなの 

巧巧の巧巧をおんど不可おに近いものとしてわるからでわる。 

これらの巧巧は巧进の政治的お巧巧たちにょつて巧巧に把おされてをり•一が公ホ及び々巧 

ホから之をはがせんとする何らの企间もなされてわない。巧つて曲家は巧巧ぶにかして，み& 

巧を强大化しそQW巧めわがをが盛せんがための巧：；！3里を遂行しうるたわに«なを攝は4ば 

ならぬ巧ちおしだてなくありのままに韶るのでわる•かやうな*曲むへの巧へは不滿をが少 

することに巧巧のでをつたやうに具ぇる•とりわけそれは姐ちで巧巧がが里に巧止され> 巧巧 

迫求が巧巧上ががされたことを巧做ぶがかつてゐたからでわる。それゆ左ち々«ぶが化らQ 

巧巧に巧してがずる何らかの不巧は.大部夕巧巧れみまをWおのな化な巧内的をホの巧巧に巧 

ずるなおとして巧はれることになる。しかしかかる不滿のか及をみ巧することはホ可巧でわ 

る。といんはそれを公巧と荣巧することは宙巧にせおであるから•ガザなんらかの々お不ぶ 



の巧巧ずる可能巧ががしないといんことはががiQことと考へていい•けザし•一つにはwおが 

結大な政治の巧力をがつてゐるからであり•二つにはなち巧の巧巧ホは巧巧された巧巧的旧な 

にょつてのおに利なせられてねるからである。それに加へてが音巧の巧巧人はS巧め巧巧の 

巧がにおける阁巧れ々まを闽ぶの莱姑に巧してはぶかをなて之にがちしてわる。がりに，が入 

の利益が闲おの政巧の円のと巧巧するおなには括人の巧なを巧なすることなく•巧巧の巧的| 

—が澗.が化生巧控巧义裝俯のがおか紀.お出入——に巧して网おが愤が的なが制を巧なしたこ 

とはが打がQUがのがホホぶぶたちもまた化ぶをWて之を迎へてゐるのでわる， 

巧二な巧这にかけ-3夕佑ホの巧が的地位 ホ】 



»lt妄を巧の肤a . 

第s章產業の狀態 

を業復興のを質 

I九Iニニザな阵の巧巧にをける產柔巧巧は•おとして公#と木事粟みび巧巧巧へのは巧のち 

なのま闲にぶ因しちそsfして.巧巧は主として生産おが諸產柔に生じち；一一一六年 

には•こQ種S產業忆おける生產坂をは一九天年忆比しこ五蓋大したが•巧巧がのそれ 

は五％巧少した。巧巧の生巧は一九二八年ょりも一二〇%巧加しおは】一ニニ％•工作试巧は二五％ 

自葦は六二義5は五五含大」たこと.巧十二S?かくでゎろ他面Sいて巧巧 

巧品，をが品•なびか巧品の生產は一九二八年の水がな下に止つた。 

一九111111年の初にをいては.S巧5巧斑はお休巧巧及び逆が資本の巧乂なおおを化巧に 

クかせ.お巧されたがわのストブクを化ひなすことでわつた。】九__ニニ年の一ちにをける苗巧 

れを巧のは巧をおWがに巧消された比較的な少な巧を含めて•一九一二五年ホに至るをでの失ホ 

あ巧上木巧萊巧は凹十八ほライヒf<マルクであクた囊十ーニま夕叟。この巧巧中巧A困《巧會 

なは化倍九千一百巧ライヒスマルクち巧を巧タホなお局は六«四卞六百萬ライヒスマルクを、 



巧十二表獨をェ菜生產の巧度ひ92^193;) 

なをむ巧板Iが ェ巧生產巧を 

の 

が 

巧 

卜馆ライヒスマルク 1化巧=1け, 

1928 84 46 放 放 100 100 100 100 1け1 iOO 100 100 

1931 50 26 24 23 73 61 89 が 58 57 が 100 

1932 35 18 17 18 59 46 78 汾 40 40 29 90 

1933 38 21 じ 19 66 54 83 45 城 巧 60 100 

1934 50 27 汾 24 が 77 93 74 汾 79 96 118 

1936 が 祗 27 27 96 99 91 107 112 105 136 134 

1936 惦 放 30 撕 105 115 95 1撕 133 125 
本本 
162 155 

#イタが• 
ホ本"h—卜月の^巧。 

夺本ィ芭二十ニタg巧> 

ホ 

丟 

を 
集 

ベ-本本 

— 力 

自なネ 

エか墳找 

巧 

はが 

巧女巧 

ホを助 

合 か 

を巧巧巧 

巧巧财 

ををけ 

を 巧 

巧！S困巧巧局は一は一卞一百萬ライヒスマ 

ルクを，巧逸田自巧巧道おみれは一二お五千萬 

ライヒスマルクをまをした。巧巧困政府は 

直接二十セをライヒスマルクを*卽ちを巧の 

五六兰％を支給したが'をのぅちめ十をブイ 

ヒスマルクはお常な巧からま化された• 

ホまか巧上木ま柔々の支旧は一九一二五年 

にお了した。なおあぴ巧巧におするをれの 

をが巧は一九一二一一一年の中頃から一九一二四年 

中巧にかけて現はれた。このが閒中になお 

はーヶ月なり一六八，〇〇〇人のやみで巧加 

した。一九一二巧年の十一月には巧储計巧が 

控巧巧おにが#を及ぽしおめ•一九S五年の 

ホなをはこれがおお的な因子となつた。巧 

巧巧ま出Qみおは失柔お巧尘木をま計巧の 

さ二 

1)»が究巧，git —义な>,XJI-H. 



第saiを巧を工業生產の巧展がが一の36) 
曲巧一巧を田巧れ巧（巧を1928=100) 

ホ平線田のI巧Wは巧巧の10に巧なず __jg—H 

MSSH 
田因田 

■SaBHR 
  — 

^^BBSSSS 
■■Rの 

9^ >933 1934 



巧十ちを直接的失菜軟巧上木をま巧ををにおく政巧ま化 
(1931—1935)丰 

山巧一留巧巧«局（單位，な巧ブイヒスマルク） 

I 巧支出な 

ミト を. 名をを日W S&巧用i1化なI化:!4 I化が 
 Iじ月が日!1‘2月が日112月31日 

巧ホ共同往を化をホ》 

巧一々ま出を 

巧ニホま巧み 

巧Sみま化み 

バー-!ン巧畫(按•ぶ） 

なをを»钻助な 

ル家思な巧巧聚巧巧 

r卽時J巧な 

r卽巧Jなをの巧お 

住ちた巧袖助を 
ラインハルト罰■巧 

住ちぉ巧站助を 

元な«かを 

巧子钻助を 

巧を田な巧まの合れ 

巧な因维巧:をれ 

巧ぶ巧が巧材 

巧还巧扫勘が近路含お* 

巧ご留化巧保な巧** 

ホ着堅ちrr-iまミ*!?巧巧ホ♦狂及IW公たt木nsAmiK業のffftと失 
夕Bが术MLL Deutsche Hau und bodeobftnk ん G. ard Deutsche GoselU.'haft 
fUr Offentlirhe Arbcimn A. G.: Die Entwirkltm^ der D^uischcn B'.uwiitsc^h 
ui^ホ、*\ibわ比巧chiがung,—义ミろ—AHH. 一乂SSザ• 

丰本S急巧濟秦業とホ家のた♦のセ亩■ブイヒbスマ♦め金■とをAtf. 

をを日附 巧巧用 

1931, 12月 が 

U脱， 7月 25 

1933, 2月 10 

1说もががW 288 

1932, な月 50 

1932, 9月 20 

1933, 1月 500 

1933, 7月 100 

11)33, 1月 50 

1933, ゎ月 1,070 

1933, 9月 500 

1933, 9月 332 

2,993 

1932- -1934 991 

1032—1034 111 

1933, 6巧 300 

1蹤2— -む，献 047 

5,09;： 

♦め金■とをAtf. 



《s産巧のか！* ィブ 

をれと同巧ちホとしてを產なじ巧する得耍を刺なすることであつた。巧をおにをいては•一九 

一二六年Q21阳半季忆&ける巧菜を*^は一九二九年®頂上ょ。一七％巧く•巧な巧衡を中にを 

ける矢巧を没あは巧逸を巧で•一九一二一一年には五十巧人でわつたのが•五巧人W下にがじた。金 

巧諸產菜においては生を能力の九二％W上が•一九三一六年末には利用された。錢及巧の生まが 

はすべてのお錄を巧つた。巧巧巧作業は未を巧の巧忙が態にわり•手持注义は一义二八年に比 

しておんど五0%の巧加を示した。おを里は一九二九年には一二百十巧キロヮブト時でわつた 

のに’一九S六年には約巧百ほネ《ヮブト時に達した。 

生巧が謠產gはをお力で作粟してわる。それらのうちのあるものでは巧试は巧ガし<酷を 

されて石る。近いお來に閒する限り'巧おなの注义と巧ニホ四ヶ年なさのt巧とはこれらの薄 

產荣を引き巧き極度の夕化狀態に面 < のみでなく•巧らくエおお力の巧おを巧巧するでわらう* 

巧巧ぶ巧柔 合巧の石油'棉巧羊毛.及ぴゴム のが鼓と巧巧ぶぴ非巧巧をgの困巧巧巧せ 

の典わ的採巧とは.おたなエ巧及ぴ搜械のを設とおたな合成巧巧なの巧をに適合せしむべをな 

を沒械のホ法とのためち資本をを-をとするでわらう。このことは•をが巧そホをの巧連の可な 

せか何.及ぴ巧俯を設計巧にをく一巧的お巧をホすために生を巧力を演おすること0巧みか巧 

の巧巧を生せしめる。 



資本の供給 

一九111111年より一化一二六年に至る巧巧の金なはまとして政府によつて，一巧は短巧借入の方 

法により•一却は巧を巧そま巧お局の收入を含むお入中からピされた•政府の諸ま讯は生を义 

ぴ巧業を刺なすることに巧巧し•そのおぶ巧問の巧巧あびな府のを入を巧加せしめ•またが巧な 

を度おせしめた。が同時にお理を必巧とする政巧の短巧巧なにをしい巧加があつた。 

一九三一一二年から一九一ニセ年に至る公の巧おの巧かがめ百十值ラィヒスマルクであつたこと 

はホ政に閱する章の中で指摘してSいた。このを巧はが巧を危巧ならしわるほど0ものでは 

なく.また巧巧柔巧の正をな方法からの巧本的が離ををはしもしなかつた。しかし•それは银村 

ををの巧格にを大な巧化をもたらした。 

织巧の巧ま資金は•巧十巧まに示さる、かく•な巧手おみび政府を巧の貫入によつて，ホ巧に夕 

くの部分が公共止木な菜ぶびが備の金なのために用ひられた。一九一一三年の十Hにはペルリ 

ンの五大銀巧のが商莱的信用——諸巧付を及び荷な巧手お1は巧資をの六二.七％であつた 

のに•一九S六がの十Hには巧阳.八％にがじた。同じ巧閒中に•主として巧巧の必巧をを»する 

ために巧用された手お•小切手.及ぴ證巧に巧ぜられたまをのが合はゴをS %から四网.一二％に巧 

さ妄巧をのれ运 セセ 



巧一二やを巧のか巧 4ク 

加した。 

一九一ニニ年の十Hから一九一二六年の十巧にまる間に•大巧巧お出ずがを含む手がの级巧ホな 

は五十八億セ干巧ライヒスマルクの增加を示した。このな巧加中二十一化ーニモ巧ライヒスマ 

ルクはライヒス.バンクの手持巧加にか、^?。ライヒス.バンク&してか、る巨额のホおの巧化 

を可能ならしめたものは•を义びか巧爲巧巧巧にわける五巧ライヒスマルクの试か、化巧巧れじ 

おける十二をライヒスマルクの巧加，及びず柔をせによる無利子巧金の一二を一二干なライヒスマ 

ルクの巧加であつた。ライヒス.バンクの巧おは巧十五をに示されてねる。しかし金あびか内 

巧巧の巧おなに關するが吿のか字の正確さについてはかなりの疑ひがあることをお巧してホ 

かねばならめ。 

を近巧ヶ年閒にお立お巧の信用化ををとしてのを巧巧は巧下しちその巧もは•が巧の化巧な 

巧が的化に利用されたこと.及ぴ巧エおをれ方がにおける信用の必巧が巨巧の公の注义と巧W 

な巧物のストックと.淹おにより巧巧日めのために巧ちホられしかも不巧巧陆中に碑巧下せら 

れなかつたな化々本と•のがW可能によつてをしくが少したことにわる。巧みのストブクは一 

一化ぉぶには約二ちと十をライヒスマルクに逮したと推ぶされてわる。それが一化一ニニが 

でまでこはか巧下巧のためにめ二百佐ライヒスマルクに巧巧したがピのスト，クじ一丸一一一二 

わ 一乂Sベ年，十一J!宗Htで々♦の• 



巧十巧表ペルリン五大銀行まを巧ち——巧しなfを巧照-おが 

瓶のち分比にてお示（1把9,1932,1化り及】が泌） 

巧巧——巧を巧信用會化 

1929 1地2 

巧荣及大《巧を出ホが 

を巧巧巧を巧 
冉巧及ホホ«巧 



巧一一島巧まの狀《 . へ口 

年な後におんどを巧がかれてしまつた。ホにエで’进值莱.巧を及びな巧灾における圓たか本袖 

域の'5はーヶがなり五十位ラィヒこルクと2されミるが•一 S一年乃至一九一二巧が 

の巧ヶがWにはこS通3補巧S四分三•卽ち五十？ここルクは忠らくがWされな 

かつたでをらゥぶを養金5S巧SS2もま2墓がみSSSょるな用な 

违Q1をお巧日をなした。 

これら〇を-^^諸お妓は一と二五年忆は烟渴する忆至つた。固た巧本〇巧巧は涅化をかさな 

かつた。巧ニホ巧ヶザが巧の巧始义ぴ诉惦をな計宝のを巧と共に♦•ホ本におずる巧巧はまとし 

て固S芝が巧.5SS £§ホ買なSSた&SS2G泣Sぴ现が 

設備QS買品へQ2*stて葦るでをらミC Qる定は5 〇可幫巧みが 

ゎる。そQ1はおおの稅收入を含めての闽巧昕巧でぁり•そ写は巧かの々本市おでゎろ 

H巧麻番の蓄巧巧进には六つCホ巧れ々本巧巧のおがホる。(一巧巧银行Sを立巧隨せれ 

雲れ會巧な巧閒•《1利企まの非々配が巧置)公をへの巧夕巧5六巧刖—による巧格化忍。 

一九一ニニ年末から一九一一一六葉Sる閒SS巧に右ける揭をは巧+ Sライヒ：ル 

クから百四十六僚ライヒこルタ忆が加し.生命化おみれ®巧をは一一一十セ位ライヒニルクか 

ら五十のをライヒスマルクにが進し'れをがお巧Mのな安は】二十セ化ライヒスマルク々ら巧十 

1ゴ」 

端 

1- 

I- 

奶 
I" » 

庶が 
苗：； 

巧しバ 

品化 ミ&な 

明ぶ 
If去* 



化をライヒスマルクに巧加した。巧丰蓄巧のこれらの一二巧みは一九一ニニ年から一九一二六年に 

至る四ケ年閒に六十五をライヒスマルクの迫加なタタをを供給した。もしが菜巧動が巧下し 

ないとすればお二十二巧ライヒスマルクの年*の々本ち巧がお巧巧をの增かと公なの巧な《 

閲のは資Q巧加とから巧待され巧るでぁらぅ。 

巧をま本の補填と新規な本の巧設とのためにお巧化な中から巧立てられる巧ち巧化をが巧 

何の投資をををもたらずかは’正おににおなお測不可おでわる。巧逸税か村の巧吿によれぱ，一 
九S五年における「正常的の巧」はめ六十をライヒスマルクでわつた。一九H六年の補巧約は 

ヨリ大でをつたと佔じられてをり.なお硏巧所はそれを六十八あライヒスマルクと见巧つてね 

る。お巧な巧は該硏究巧によつてなS十八をライヒスマルクと推をされてゐるから•めセ十巧 

ライヒスマルクが巧な設に川ひられ巧たわけになる。このは抑中め二十をライヒスマルクは、 

巧巧錶巧と公なのがおからおられた。め五十なライヒスマルクは巧巧津巧による)•商巧級む及 

ぴお佩人によつて化むされた。しわしその大部分はながにより，その巧な巧入中からかがされ 

た0 

间巧化を巧の政巧巧拖後にはが十六おに示さる、かく.年*のな本な3 0五0乃巧た〇%は 

於かによつてを巧された。一九一二一一一年乃お一九111六がの巧ヶ年非を掛中に'な府巧巧は一一巧一一 

USl二れ-巧巧の化巧 へI Iv 



第が*巧逸における々本を設:本（19お一1936) 

出巧一田な用みた（*化，百萬ライヒスマルク） 

企巧の m な r脱 むは3 1••な4 1リが 1リ3巧 

1なを讓及巧 巧 1,750 200 

K 巧 巧 巧 7惦 !は0 

«な•左か, みホ 力 220 200 H^n 

巧 朱 550 み'>0 725 けぶ 900 

ェ 梁 450 520 950 1,樣 1’ ^NM) 

モェ巧，巧 ま•な 巧 6け 650 780 8ゴ5 83、 

を れ がな1 も100 が说 11,5()0 1もみK) 

本本*の數ネBHに*■の々;巧々乂さの巧巧4击♦にと'fib.必♦し*圧!！でけない• 

巧己な虫巧のが泣 八二 

ほライヒスマルク.巧閒巧設はな八十一:にライヒスマルク 

と推ぶされてゐる。お間ななの大がかは间ぶ々本の補巧 

を日のとずるもむであつた。政かの借入必娶はが化にE 

が且つおなでわつたためち巧拙企まは株ぶ化巧の公な及 

びをな機脚からの借入ををじられた。株ぶ巧がは巧十と 

をに示されてねるかく‘一九ニセ1一九二九毕には年やも 

十二をライヒKマルクU上でわつたが’一九三一二年なをは 

がかに】ヶ年なり二化ライヒスマルクにムクた。化巧の 

巧巧は一九一二三一年にはなかに二巧巧ライヒスマルク•一乂 

一一一巧年には巧巧巧ライヒスマルク•一九S五年にはS巧萬 

ライヒスマルク•をして一九一二六年には約一をライヒスマ 

ルクでわつた。一九一二六年巧におけるれ巧の巧巧に巧ず 

る政おのが可は•巧んどを部•を本の巧加なしにはおがの注 

文におじられなかつたをれと’巧たななは巧かなのをホに 

お巧する企おとに化つて巧へられた。 



5) WIWfUDVVt. 10濟膚||ん Deu •ch、B>nk 〇イ Diskonto.ge«elU haft* Wlrt« 
•i haiUiche MiUTUungeo,お林，一乂ミ*玄B, — A互JL 

巧十ち-i巧巧證お巧むが >28—193け） 

化巧——«巧苗巧れ司（巧位:，巧巧ブイt 

巧な朽巧 
市の‘がな 
巧巧巧'安 
ち巧巧巧 
巧 式 

をが 

1り如1ザ29193019311が;2 j い•は！19；W 1935 1936 

かほ 620 5叫 说 51111,0-叫拟4がぉ;も.，71 

489 *J66 548 ご巧 说 5 (•か 1了み 1说 

1,459 8991,814 993 ゴ8〇 ；';71 かめ 8；u| 724 

294 8 が 1 1り 2 4 31 47 

979 55r> U35 150 91 14：；156 :;96 

がぉも6がろが11,973 9741が5り》15が11が90 

巧巧にょる資本建巧の大巧みはなな歲入中からなされた。 

々本おがのこの方法は巧間の巧巧をほがせしめ，巧閒の巧巧を 

が掩ぶ柔投々にがぜしめた。巧おがなホ巧我のがおを必おと 

括じ'そして荆餘のを入をがが说巧に投下しがける化りはおを 

々本の補巧•エお並びにな俯の媒お.あびが巧諸巧巧0ななに巧 

する巧閒審萊の巧耍は到を十分にはホたされなをい。H巧及 

ぴ設備の拽おに巧するほがのぶひ切つた】巧のお止はホとし 

てこの資本か乏にあ因してねる。一九三一六年一一一巧一二十一日の 

かき•一二十U上のをおが生ホ能力の巧加をおじられた。それら 

のぅちにはホの斑をおがぁつたお巧な紐な，贿モ巧品お當巧や， 

找及ぴパルプ接滞巧，细巧巧お巧巧•ラず才巧な拽.は中時かがi 

ぶおおな•及び七メント。この上になほ一九一二五年の巧が材パ 

法は巧猫巧おか•巧のを巧に互るな化な制規ををんでゐる。巧 

にH巧义びな饰のが巧に3する巧巧のががは.巧巧の化な及ぴ 

分Kにおするが制を洒して•が巧のお則を止な < してむはれる。 

八一二 



第ーニ♦巧巧の化巧 ク— 

を後にわ巧•をを巧——特に巧お——及び利な率になしてな巧が巧ん巧制は法め政府と打をサ 

そのホ認をちけることなしに巧たなま本巧下をがふことを巧閒企裝におつて巧をにをななら 

しめてねるe 

第ニホ巧ヶ年計«のを巧を巧がし’お巧化計巧をぶ巧し'且つ逊巧なが巧な巧を巧理する必安 

がをるW」」.政なは.巧い巧來においてホ本の自由な流のにおする制撤ぶずるだらうとは化 

はれない。政府は巧-にはがヶ年が畫中にち巧されてねるが興巧をおのを巧のためにお二に 

は巧需諸を柔のためち巧一二にはおか諸を裝のためちそして巧四には必おなかお及ぴを巧おむ 

生をのために•十分なををを巧がすることに巧めるでわらゥ。資本0巧巧とその産お刖かなと 

についての龄巧な政巧のが制もおをなおをにおける巧おの補かをとにょつてをらく々本の巧 

給は技巧がそのお巧が»のをがにれつて不可かと認める巧をホのお巧を光たすには十みでわ 

らう。資本のか乏にょるこのが巧の瓦解を期待する理由は存しないやうに化はれる。他面に 

をいて.利川し巧べを供もにつきが巧を巧ひ'その大部分を単巧な义ぴを巧巧巧品の生巧に巧巧 

するな產おと'巧わ及びを巧の巧巧巧がの開巧0ためとにおり向けるな巧は•生巧おおの巧上を 

持げ.そしてをらくはお进巧ホの俩にをけるョリU上の巧おを巧求するでわらう。それはまた 

をまの自由をョリ化巧し.そしてな巧と巧脚をおとの閒における3リおを的なを«に巧 < でわ 



らう。このことはおに巧巧諸巧まにおける巧をの巧合にわてはまる。 

合巧な巧なのお巧のための：丄お及びな俯への投なの巧皮に危おなけがを考ぶしてW刚かおkん 

は生をされた新たな巧巧ながが巧巧.利子.あぴ巧下々本におする合理的利澗’をま給するに化る化iji 

巧おで市巧をもつでホらうことを鼓府がが斑しないおり.をのな設に巧手することを化しない。|jj 

企おのまをは『收を巧化證巧約.iとして知られてなる特巧の夕むを故かとおおしつ、わるが•を^ 

れは五乃至十ヶ华のな巧巧限をもつものであり，それによつて化がはお训かおにがしザべての 

巧用をなひをつ適正な利巧を巧しむべき•生をの巧格を化进するものである。利澗のはは化巧I一. 

义補巧と工^みび設惦の巧張とのため〇將かの必耍じ捉つてげ々み化されるであらう•また柳の 

政府は特別の々をを資お及び硏究がとしてピれらの企業のがWに化するでわら,ffoこのトクいJ 

にしてお训かおは政府によりがかにおして巧證されるがじかしこの丈持の代化として.自らの 

行動のちもを巧巧し挺がじお巧上の疑昔化を巧へるのでわる。 || 

巧巧：'みを巧によつてお何の巧本が么巧とされるかは推測でをない。一九己お年こHに•巧Iい 

多のお巧み社は，ながガソリンあび其他の油巧ぶQ生をのためのエお及びな侃の巧ぶををなす 

る：！：的をUつてぶ部か化佑むおで•一化巧干がラィヒスマルクをたおずることをながからホ 
)B 

された。この一なW干巧ラィヒスマルクは合戍油の生巧に化讓する化*五みれじよつて公おC 

巧r!巧お巧のか巧 言 



さ二巧を巧のれ態 

されちこれらQ含班1クル，プ独作巧；セン石ををせ•へ！二"ケこ•ノイニ，七ン特 

式をれ’ミ*1ルハイマー如粟株式ををマチアス.スティンネス.及びゲルゼ；ンキルヘン巧ホ株ま 

をれ一は姑エ黑の建設に自己を金からもまたSを巧じたに巧るない，。質四雲1石- 

油'結 花. 羊毛ろひご 1とを5SかQSSSがめSSとSた& S至5稱は^ 
， - 二 

かくてな大ながに连するものとあはれる。 a. 
巧 

を業の化益性 I 
ん 

巧逸の產5企2利洒SするがS5S且不2で&ろ巨S養2金を化^ 

あする巧逸をかの巧巧は'をれらの2收ぷ力を知ることを不可能ならしめる。がおし巧る報 

ぶにょれば’一九一ニニ年な來利潤にをしい囘ながをクたが，しかしが潤造は一九二八年の水がに^ 

比するとなほかなりの巧化にある。 ^ 

一九Iニーをは•約百括ライt:ルクS柔を巧する約一•五お式をかが五任一一一千五" 

百巧ラここルク£失を5」ち一を二五定巧をれらは巧空ハ12ラ：/マ 

ルクの利酒をホしちすベてのを利企まの利巧のSは’一九一ニニ年における二十五をライヒい 

KマルクQ拱失忆比して•一九一二五年忆は十九なライヒこ；でをつたと2されてねる。 



しかし一九s五年の巧が巧は】九二八年に比べると十sをライヒスマルク>卽ち四0.六X巧か 
め. 

つた。 

一九一二一一年から一九一二五年にちる問の利巧のお加は巧んどを巧’化資なfiQが加にょるもの 

であつた。けガしみなぶびな用はを巧としては不受でわつたからである。ある搜のみがエを 

除いては貸銀にはおががなく •また巧巧品の巧格はがかに兰兰％上おしたに過ざない。利子ち 

巧にはましい巧減がわつたがじかし巧搏を巧の巧加はをれをお消しにしてあまりがあつた。 

利巧にわけるなきは大部分•生產能力の3リ十分な利用と•化資活巧に比較してのョリ巧い巧街 

巧用とにおく間接巧の巧巧のお巧でをつた。 

巧來における利巧の見込はをまり有望ではない。夕<の方がにをける生を能力はおがに利 

がな巧されつ、るり.從つてmリタがのが巧巧が化な中からお巧されねばならないでわらう。 

巧巧なの巧格は巧らくもつと巧货するであらう•特に政府が生をを巧励しつ、をる合ぶ巧巧な 

巧び闽を天が巧が品の場合にさうである。巧巧を巧はをれ巧巧を举の引上にょつてをしく巧 

かした。この巧巧は】九二八—二九年には化かに六むライヒスマルクを巧らしたに巧ぎなか 

つたが，一九己七1S八年にはめ二十佐ライヒスマルクを巧らすべく巧がされてねる。 

利潤の前途についてのお巧的なぶ通しは•事まをおの大々的化肢にもか、はらず巧巧がそれ 

巧己や*菜のか擅 八セ 

か M巧9M, 一AHA年十二た B. 



第十八巧を类别株巧指か（19•ぶ一れ>30) 

旧巧一巧a臣巧ご阳け犯4—19が>=100) - 

に. 3! 77.5 

gMi^agpitBiHBaBaBaiBiBa 

巧巧あでエ裝 

を巧な巧 

巧が 巧 

巧む巧 

なa化工及巧W巧 

おなエま 

化巧エお 

巧おな畑巧な巧 

巧 巧 巧 

巧化工策な巧R梁 

わを巧な 

商巧，巧お度なW 

iむしSじ4 7*1(が 

U り1.S »4.7 72. 

'rjy.3riO.3iio. 

147. f じん R 98. 

!♦ぶ. 7が. 9 ♦ぶ. 

じふ7 W7.9i38. 

H2.4UrJ.T 94. 

胤iM巧パ93. 

ド1.4じん b 78.2 59.： 

1110.191.0 了技4 

む.‘. 0! 

33. 4i 

86-81らん6! 

む1.5 7し8 说•扣 07. 

於S 47.0 58.4! !化 
が•り 80.ご 1)8.81-7. 

74.4’ 87.55jlU>. 

40.お 50.0 58. < 72. 

33.4 50. 0 階•こ 60. 

4んt; 化4 の.:; ! 7し 

8t;.] 100. f ill.t :じん 

72.4 81.1 かi.がか；. 

« 
とホ溯を介せて上がし巧なかつたといふ巧 

巧じだ映せられてむる。一を一SI一九二 

六がを一〇〇とずるが巧巧わは•一九二八年 

には一巧八み•一九一ニニ年にはぶげ五でわつ 

たのに比べて'一九一二と年二Hには】〇八•一 

でぁつた。一九一ニニザな巧の上：：i：はお小八 

をに明かれかく•ホとしてみホ及ぴ生巧財が 

巧巧に化じたのでホる。 

巧巧は•巧巧を进らW上なけてはならない 

といふが化は巧けないがしかしおが六％ (化 

しホ巧ホおががに八％义はそれ3上がま巧 

はれたおかには八％)をなぇるK巧fcかKす 

るすべてのが式を巧は六％文は八爹ををた 

るお過がををが引おがを巧巧ぶとしてせ理 

されるぶを中に巧込むベをことを规巧する 



ことによつて•利巧の自由を巧用を禁止してなる。加之•著しい利巧巧かの空は•をれを巧化に化 

つために政府が用ひてゐる夕あの閒あ的力なによつてな弱ならしめられてねる。巧府の注文 

は非常にかい利潤のなホしか殘さないやぅな巧格でななはされる。政巧の何格が制ぶじたい 

ては利潤は巧ニホのなおな巧巧に迎ぎない。网の巿巧のために生巧するな利企类はず通むな 

巧貧巧の上になほ•その利巧の一部を檢出を菜に巧しておおおおによるW欠補巧のために义巧 

ふことを巧求される。なをに、政巧の巧が政巧はぞくの企菜をお制してすお巧なが部をが持せ 

しわ，をしてそれらのかおのすべてから.固らQ：g俯計ぶを鼓な能ホのな-お求に適なせしわるち 

由をがホする。 

固 民 所得 

巧巧お巧0な巧虚中にをけるず本の分け前でぁる所0利潤の巧媒はな巧にをじた现みでは 

ない。それは化が大戰をが百巧の人々が两をのな招となつてから生じたのでぁる。一九 

年にはがをあぴ利子は阐巧所得の一二.五糸を占めたが一九二九年にはげ一二％となつた。Mじ 

巧閒中に種々の网を年ををおちな巧ち失業を'及びが他の巧ぶかがを巧巧ぶの分け前はお十九 

まあび巧二十おに示されてねるかく’111.1%から】二•一%にが加した。巧が及びががの分けが 

タニホ産おのれ巧 八九 



第十允表巧をの國巧巧巧(1913,1929-1938) 

出巧——巧な巧锭巧•局（軍な，十值ブイヒスマルク） 

I 
m 

m 

の 

か 
S 

巧二十ま巧を函巧巧得分お百分比（mも1929—193(り 

田巧一巧进因をか厉 

巧 目 む,13 1929 1930 1931 19沿 19S4 1936 1ゎも 

巧な ぶ 巧む 45.8 56.5 50.8 放.1 み；.り 55. i; 品け 〇{\2 56. a 

年 を 巧 3.1 12.1 14 2 17. 6 20.6 化7 16.2 1义4 12.2 

巧卫^*(自由が《*をゎ） 20.1 15,0 1ん2 13. U 1义3 巧.8 1义3 12.9 13.2 

巧 ホ m 12.5 7.2 7.1 7.7 んむ 9.0 9.7 9.8 9.S 

が巧 及 巧子 12.5 ん3 
ん击 

6.6 6.1 ん9 ん6 ん4 4.6 

お 巧 么〇 1.2 1,3 L6 L8 1.5 L5 1.4 1.3 

其 化♦丰 んれ 3.2 1.7 —3.5 —0,2 -3.9 —0.2 1.9 2.0 

を か 1け》.〇 む)0.0 100.0 画 100.0 100.。 

♦♦Mな業吊*,. 

巧 
n 

19131 1化y 1930 1リ31 1932 1933 VJ：U 1がの 

巧級 る 体お IS 拟.4 25.7 BUB 1^0 

年 を が1 D 10,0 10.1 9.3 IgH 7.6( 

1 商て案（白お巧巧をホを） 9.2! 7.6 B 
む が ま 5.7 ん4 

配な ぶ m子 5.7 义2 B B 
化 代 0.9 n 画 
み 化せ# D HR n B 
を か 团 

76.1! 7け.3 的.5 45.21 
1 1 

が.5 57.3 が.6 

ホ 
*幸を么かもピかが»9, 

乂 
〇 



第四曲を巧をの因民巧得が巧192^-1936) 

出巧一aa田巧れ巧（ホ化十值ブイtス.マルク） 



タニな巧まの化泣 丸二 

は巧をS%から五六も％に上がした。なおるび巧エホ宮山のまををむ)における企お装のかけ 

前は一一一六•二％kらニニも％仁巧下した。一九一二六年には闪が所巧のを巧巧巧ぶ巧へのか曲は 

一九二九年におけると大描巧がでをつた。この期閒中ち商工ま(円か巧おをなおにおけこ企お 

をむ分け前には巧下があり•な萊义ぴ林でにおける企巧おのみけ前にはが加がホつた。 

要約及結言 

巧巧れみな制下にをいて巧进の巧巧は舆巧な巧がにまでな巧に化なずるにち-つた。巧巧巧 

のの巧骑は公お±木巧おへのなが支化によつてもたらされたのであり•かくしてもたらされた 

巧い巧動水巧は政が3巧巧な义によつてが巧されてわる0でわる。か巧ーニケが間は政府は 

引き巧き•そのぶ備計金と.巧种Qホ巧巧防がな特にゴム柄巧お油'羊毛'みぴを巧巧に巧する必虫 

をほが又はなあすべそ新興巧巧を〇创なをHめとする巧ケ年か巧と•によつておおお巧をホ右 

するま把め裝索としてなまるであらぅ。 

ち氣巧巧の問がはな巧にはな休の巧试とが巧巧のたまをとを化がにつかせること•及び巧巧 

な巧かのストブクを巧ひぶすことであつた。か、るな件の下にをいて尘をあび化巧な巧の巧 

かはなち閒あ巧の巧下と收益ぶび利巧の巧加とをもたらした。巧おには巧化がをく，かののK 



巧はおんど巧らお入•厮巧なにお巧された。利子巧は引き下げられた夕しかし巧巧のちホには 

ましいあ加があつた。を巧としては利洒Qお地は满みされた。 

巧巧についていへば•利潤についてのぶ通しはあまり香しくはたい。大夕かむ巧ホはを力ぶ 

轉を巧つてねるから巧巧補切むために3リタくのがが巧されねばならぬであらう。巧稅巧お 

は引き巧き«まるであらう。•厮かなの巧巧はそQh_みがのをお巧するものと巧かしてよいで 

わらう。巧が0上おはな巧巧巧なQ巧合に特におしいであらう。の格ががは巧かによつて化 

ホされないであらう。技出補助なじかをもなほ’風の巧染のために生ホする巧企ホのが巧を巧 

ひ么む一巧巧たるであらう。 

み本の化給は政府巧を0巧おのぶ礎の必巧をホすには恐らく十分であらう。巧ニホめな巧 

巧巧しかもたないとおへられるが產おにおけるエおぶびな化0巧巧を巧止することによつて 

政府は利用しけべきをが資金の供ををそれが不可超のにお求されるホ莱乃至企でにおり巧け 

ることができる。いづれにせよ•々本のがさがな府をして•かが0をななかを巧るためにそのが 

佈計晝及ぴか巧な巧を巧正するのがななきに巧らしめるやうなことがあるとは巧はれない。 

巧まは化だしくその巧SQ巧かをえつた。そのが勘のをお描は-巧された。が巧のために 

が<代りにホ菜はホとしてを巧としての巧巧のためにがく。何が脚巧の巧なとなりまたはな 

巧一二巧を巧の化巧 ホIII 



タニさを巧の找a 々0 

らないかはお巧网民肚會なな巧にょってホをされる。政府は巧お曲巧义びが人ザ巧ぶのなお 

をホめそしてな*それを採用するがじかし如何なる巧なに利巧ををが己めでわり反れみめで 

わるとしてしりぞくベネか，またか何なるおなにそれを巧なでれり曲おのげをと】をするもの 

であるとして設むべきかはひとり政巧のみがこれをみをずる。 

肉巧れをまをはお刚企ま及び個人倒なに巧巧でわり•ホ菜の供があびWをに巧がでホる。W 

巧杜をぶのお遵ををは巧おのおをおなの巧巧を巧がだ及び腺巧，巧WQ巧 一f及ぴあホお单〇巧 

か.か妈巿おの资み巧め力の巧ホめ利用•巧ホめ巧究にょる巧巧法及びが巧巧なの巧ぶ，等に0* 

巧巧をとることを化しない。これらの仕巧は巧閒〇お©にをかせられる•巧巧はそのなホ巧 

とラィヒス.パンク巧をとを通しがニホ四ケ年計巧の遂巧黄なぶたるゲーリング巧巧た巧し•そ 

のわ巧を贝を迦し•またをの巧がを巧をを通して•巧閒巧巧が田巧0巧生のためにか巧なる巧巧 

を巧すベをかを化をしゴクをのな治的が力のなわを通して‘それらの巧巧が遂行さるべま化件 

を作り化すのでわる。 

ホ菜は曲巧な化化に立たされはしたが•かなりの巧益をも巧巧した。巧巧はそれち巧の爭巧 

及び巧お値上に巧し.またル巧0巧爭に巧して巧进する。化巧は®化ホザに袖巧金を巧へる• 

巧巧は’そのち巧か畫中で巧ニホ的ぶ巧性しかもたない巧をホにをいて巧巧な»業た*むこと 



をぱ西巧ならしめるけれども利巧0巧巧はこれを巧进し巧巧する。政府は黄本と巧«とをば 

田民お巧にわける等し<をおな要素と巧がず。む府はな方からなをたを求ずる。な巧はこれ 

らの雨ホをばお立せしめない。巧洞及び巧銀が但いにしてもお巧はそのがを巧閒かおに巧さ 

うとはしない。巧巧は自らを巧なをとるぶもそれはお逸の闲巧〇多くをば他のサホみWむ责 

にがして，彼等は巧巧の巧巧を理•解かずをた巧逆©巧求の巧ぶせを理解しない‘とまおするむで 

はあるが• 

巧一二をを*の巧边 丸ち 
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第四章國際收支 

化み大巧前0化應〇やぅに白山化巧ホ巧の巧く巧はれてゐたとをには’巧巧は而おの化ホを 

闽との巧ぶをが巧し.をれにょつてながする人口を巧ふことができた•巧をのエおを巧なの一二 

分の一乃おのかの一は闽かに版致され，工業巧做者干な人のぅち一二巧巧乃おの百巧人は松化な 

のお进にが巧してねち。が郎おとお裝とをがけば•エ巧生をにを巧な瞄巧なは乂がかこれをW 

ルに仰いだ。その上，巧をではぶおなが夕がのを入お過であつた•なおなの法化な巧をUてし 

てもピほ化巧なあびを巧なの镜入にぶくす化た柿ふには十分でなかつた。しわしおあは巧が 

田であつた。一九一一一一年における问巧Q巧ル巧資がは約二ち七十皮マルク•これからホずるれ 

入が年*め十ーニ巧マルクでをつた。おお化入はむ六をマルクに速してねた•これらの二つの 

巧目は.巧品巧巧勘を0マィナスを袖切し，且つ巧みむ々とをまなとにあてらるベをが*わなな 

ををずるに十分であつたのでわる。 



巧權國狀態ょり倩務國狀態への巧轉 

大巧巧巧みは巧な困となつた。一九一四年から一九二一二年までの十ヶ年閒に材巧のル闽巧 

餐はめ一一一十をマルクに巧みせしめられた。その上巧逸の闻力をホし < おめたのは•网上の大牛 

をな失し《ことでホろ一九一一二年にはこのが失地域は•巧巧における鉛な石.：ムぞS.亞纷巧 

石が巧石.n IクK Q級生巧が0それぞれ八〇%•二六％四111%•六〇%•一一一九％.九％を巧识し•また 

かか面巧の一五％•ホ林011%をなをしてねた》‘たとへ賠巧ま巧の過巫なを沒がなかつたと 

してもか阐巧みを巧務网としての必'虫に巧應サしめが巧な0巧がを：みび光たし'阁巧のために 

ホ巧を巧品を巧ひ•をまをや時生をがに改組しぶ風中徹底めにが送されたか两ガお路をなてな 

すことは巧逸にとつては西巧であつたであらぅ。 

一九二の年から一九二九年に至る閒Q®逛〇國巧巧借は阁かからの借をにょつてバランス 

された。巧逸が自由に田な々本市おにをいて借款を起し巧た間は•をの巧な巧みのバランK Q 

拥巧はがりのぺることができた。か巧からの化なの巧巧が不可能となりピつか闽力ぴ白闽の 

々をが巧巧からホ化しはじめたとき'巧おなおのバランスじおする化ひ巧つた闲#が巧はれた。 

巧をじをかとして巧なQ Rがな賠出お過をかぜしむこにおつた。そしてピのが倘が'化がQ a 

がwたW巧收支 九♦ 
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#四章田巧度ホ 

巧の變巧を巧した要因の一つであつた* 

一九二五年から一九二九年までは'征をは年*ル固から十度：£いをSと•十五はドル 

な上Q買品と五ほドル〇完お品とを麟入しちこれ•か困へは年こ一十をドルに巧い 

完お品と五をドルな上の巧巧品とを販巧してゎた•この五ケ年閒に妇逸の輸入巧はわ百五十 

をドル挺化巧はめ百一二十をドルをザし，差引きめ二十ほドルのお入超過となつた• 
1九二化年をにおける巧を商品な2バラyスQ巧おは'巧逸の按入なの衍格が链巧おのの 

格よりも一ち寞しく下をしたことによクてSにされち一を二〇年には巧逢の農《化 

巧過は巧ほドルな上に上つたがピの稱化超過のめ六〇%は巧ぶな直の變»によるよりもむし 

ろな格の巧おにぶくものであつたのコーヒーの例についてぶれぱおをは’】九一二0年には一九 

二九年よりニニ％•一丸一二一年には一九一二〇年より二五％ザけ3リ少いを巧を支みつてしかも 

mリタまQn1ヒ1を購入することができち®Sを羣弔•ハ*;巧.巧油用巧巧ホびに資 

于巧〇巧みQ下をによつて巧た巧なもまたどれに劣らないほど著しかつた•これに巧して獨 

を〇货化するを巧品Q巧巧の方は比巧のよく綻括された。主としてこの巧ホな巧巧によつて 

巧をよj九Iニー年には六に八卞巧ななドルの巧化を巧を巧すことができたがしかしかW資あ 

を巧の巧ま义び《巧はホがしたのである。 

の翁爾書•第二g*五一JS. 



の一々•SB•雌十!！二十乂Bブイマ—*^に♦いで巧れItド#ク* 
围■に■すtgRを》f»♦よ. 

5) 11 上■ 

シ命八卜の化 

一九一二一一年には夕お品價おぶぴ巧巧品巧格の九天を下の下をはおりを吿げたが.ま»お價稱 

は加速な的に下巧し«けた•巧巧な巧は一一巧五卞四ち萬ド乂に«おした。遂に一九=11一年に 

はお惠は»化な巧を巧持もし<は增をするためには挺化の：i进よりも一»ななに»入t引* 

下げるのではあせわを<なり•お出の數五义び價巧を增かすることによつてこれを巧はなけれ 

ばならない对目に立至つたのでわる。 

國民社會ま義計晝 

一九111111年一巧末の困巧な々黨によるほ巧な巧は.巧濟巧巧におけるな本的巧ぞを巧するも 

のである。ドクタ！ブリューニングのお政中に巧はれたデフレ，.シ■ン巧巧は化窠；され >その 

代りにが政ま化による「巧び水注入Jつをを另一すちョろ)巧かがとられた。巧惠Q巧ホ巧務を♦ 

宝しどれによつてその對ホな用をお持しよぅとするドクタ！ブリューニングQ必死の巧力は 

——因みにドクタ！ブリューニングの治な中はど巧巧に多巧のお出®巧をぶたことはなかつ 

たのザが^—無巧でわり且つ危おであると考へられるに至つた。ドクク！シャハトの靑巧を 

巧りて言へぱ•闽巧おをなな巧がこの巧巧を抹巧したのは’！-を高ぶの文化接な巧の文明をもつ 

*巧にま那を力のかを生巧を巧ホすることは.をが不可巧であつた】からである。のみならず. 

ザ四章团巧なま 九九 



おK冷二祝紐55誠.巧ろブ巧ぶ郎脚ぶ芭註がむん 

《巧章國B Rホ _cc 

ドクタ！ブリュ，ュングの方かの巧窠は’巧巧巧の闲じ稱巧のか意から見でもをなガつた0で 

わる。 

巧な巧の下でおをは白田の巧おお化によつてまみひ巧るW上にはル巧巧おを巧入しないと 

みをした。ドクタ！シ*ハトはがが畫の特をを述べて.忌むベをではわるが不可贷でわるとい 

クたW CQ巧計畫は一九一一一四年九月に揉用され.その實巧には淸巧なをの方法が川ひられち 

ル围爲をせ理制巧はこれにホなつて一乂S1年のをなを巧中にが致された。巧制巧の下では 

か田商品の巧入をは一を二一年がにをける夫*のな引巧にホじてか田巧をの扣巧を巧へられ 

た。そしてE分された巧を巧ををなてすれば'ル固で何を篇乂しよぅとしても輪入をの自もで 

わつた。巧が新方法の下では挺入をはいかなる對ル注文を巧ずる巧合にも’巧がにか曲島をわ 

可もしくは證明をを巧なければならない。すぺて〇お引は'同お巧巧のために妍巧された二十 

セのか困巧を管理巧のいづれかによつて•一お引をに巧め巧可され化けれぱならない。を巧け 
《.<を2墨ける£は現をお引2合£ら化てわたが.を5^はわ4巧蓋；；^:1^もな巧巧 

用される£つた。わ5换2巧が必？乏る5つたミそれ55て2爲を管 

理の目めが巧大されて•ル困巧おの品目とま種の巧入おの仕入ホとに巧ひ切つた變巧た持ち巧 

すため0主巧手段になつてわたからでわる。 



巧品でま巧ひ巧るな上には巧なを麻入しないと規をするが巧の下ではが出な巧ををザしわ 

ることは不可能である。けだし巧貫のを逊は自分が欲しないと同巧に相手方もなしないから 

である。そのぅへ更にこの制度は•か两巧ぶ金なから倍用をおPまることにょつて，巧品の巧お 

をを少化に巧少せしめる。ドクタ！シャハトは，巧ちをがな上0お巧をお*おすことをホ分か 

クてゐた。巧は一九一二四年十月ワイマIルにわけるな說において洁巧あをはお出を遏をな< 

すると同時に巧ぶをを少巧に试少させるザらぅとなベた。巧算なおのこれらの巧巧は巧二十 

一乃至二十一二表に明白に示されてたる。 

貿易のお價額及热お置 

巧をQ栓出入合計巧巧は•一九二九年の一一ち六十八をライヒスマルクから一九一ニニ年のち巧 

倍ライヒスマルクにがち六一.二％巧少した。同巧閒中に《入の巧巧は六网•九％お出のそれは 

丑セ立％巧少した。巧ぶ巧巧は一九一二五年にそ0唐にまし•そ0巧ぶかに八十四ほライヒスマ 

ルクとなつた。をしてそれは巧出入にほとんど等分された。これを-九11111年に較ぺるとお 

出の巧巧はほとんど十五倍ライヒスマルク’を入のそれは五にライヒスマルクの满ホであつた。 

一九一二五年ぶドクタ！シャハトはお巧の括入の巧巧は「巧にこれW上の.進巧を巧さないほど 

策巧巧田巧软ま 101 

8)シ争ハh,貧賜霧二五a， 



け91も1925—1936) 

(巧化,巧*ブイtスマルク） 

巧, 665.3 
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《四♦國巧れホ 

の水単に達した.さもないとをは吾西は巧巧なの不足のためにはとんどせホ度おの巧伍からか 

ホされて了んでぁらう1となべてねる。•一九三一五年から一九三一六年にかけては•《入は巧巧の 

巧入が五モ巧ラィヒスマルク巧加したのをま因として巧んど云ふに化りないはどの巧加を示A 

したに過ダないがな出巧巧は完製品の脏責4進0お巧五馆ラィヒスマルクの增巧をホした。^ 
一九二九定比較すれち一九一二六年KはS品Qミ寡は七一二.九％'買夏び5ぉQ W 

それはそれぞれ六一二•九妾びセ六.八％.そ」て《人&かは六八•六％S下を示」た。同S中W 

にれ含Q《s八奚％•買要び5夏そSそれぞS四麦及び五冕％お化巧W 

かは六四•六％试かしち巧巧に現れたホ田5ご九一一九年に比較してこ？うな極巧の化か 

水ホにtと：Cとは.*」これを無れS5芝らちsaはSSな菱原ss W 

給に不足」おつて昌民はぶ度5快ぐ化賣わ5といムおを忆4く-#*それ：&わろしかし 

第五巧に示すやうにピのおおは巧資ではない， W 

巧みの巧さ义び供巧の巧數は巧二十ーニホに巧げてぁろそれにょると一九ーニーニ年な巧爾乂 ^ 

數貴が巧巧に比して巧ダし <增加してわるので换解を巧く Wれがわるがこれは一巧はA入口Bな 

目のホ巧；tQでわ0’一巧はか南通巧SB忆ょるもQでわる•すなはろ.ss格が^ 

比較的5奚#0買夏5f增加卞ると共ち比RS5ちそ」：，小治ss 



麻頁量を满少しつ わ0た0である•.例へぱ、石の輪入數iはおんど卞巧百萬wがち一二o 

巧％巧かしたが•そのの巧は一八の•セ策增かしたに巧ダない•木がのみ入巧*の巧かは巧一二十 

萬ザー〇〇%でわつたが去の巧巧の巧かは二巧.一二％でわつた。これらニク0巧目のみにょつ 

ても•をみ入あ最增加の大が分が說峭される。これに反し’一九一二六年には羊毛©輸入數*はI 

九一ーニニ年ょりS六み％Wじたが•その化巧の巧少は一三一ん％に巧ざなかつた。またこれに巧を 

する棉花〇數字は三一一•己父义び一六％であり挺油用巧义ぶび巧子のそれは二屯五％及び一六 

%でホる。ゴム0お入はお置において一二六.と％估巧にをいて一六の％增加した。 

な易の地理的み布 

巧巧のル夏あの大巧々はか洲諸田とをまれる。一九一一一一年から一皇六年に幸る期問を 

通じて巧进品の！！巧ホ兼巧进への巧入お供おホとしての肤洲のか化には大した巧化は生じな 

かつた秀二十のお多叟。一九二一一年にはな洲は巧ぶのを巧0セ六.一%を引き巧けたが，それは 

一九二九年にはわ一二.わ％.一九S六年にはる化.•八％であつた。また巧巧は化洲諸闽から•一化一 

三一年にはそのお入の五巧も％•一九二化年じは瓦二み％’一化ご一六年には五ホ八％をが入してわ 

る•かがからの冷入の抑合0巧かと巧巧のな洲向巧巧の巧をのがかとは，曲氏れみなむな巧巧 

第田巧苗巧枚ま 10ぶ 
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#巧♦ H巧Rま _こク 

にをじた現みであるがピれはまとして巧な巧ぶお巧の作用にょるものでわる。一九三一六年に 

はなが巧巧からの巧入巧巧は二十丑を二干二百萬ライヒスマルクであつた。お出は一一一十ーニ巧 

セ千一二ち巧ライヒスマルクであつたから•を引を八を五干百巧ライヒスマルクのお巧巧进がを 

じた。 

巧巧巧ぶ格をのな巧は.巧逸とW餘の化洲巧因との閒の輸出入を巧おせしめることでホつた， 

肤洲からのを入は一九11111一年に減少した巧’や、巧加したがお曲の方は激试して’巧に一九云五 

年にはその巧もなか一二十な五干セ百巧ライヒスマルクに进ダない£となつた。この巧閒に巧 

巧の《化巧巧は十五をライヒスマルクU上ほ试された。一九三一五年から一九一二六年にかけて 

6ぶ置過は一を一千ち巧ライヒスマルクから五は五干ち巧ライヒスマルクに巧かしたがとれ 

はまとしてががな用の巧方なをとして巧ホに巧巧してわたお巧QKおがを淸巧するためにを 

じたのである。 

Sおの地理めか巧からぶたをもおしい巧化は巧化アイリカの占めるW合に生じた•巧aの 

»入の中これらの大陸が占わるが合は•一九二九年の一ーセろ％から一九S六年のーホ九％に« 

少した•また同規閒中ち巧AQお曲中巧化アメリカ巧苗が巧入した的合は一五を％から一そ 

二％に试みした。アメリカ巧大巧との及ぶの巧少は•まとしてお&と合衆Wとの問におつた巧 

10) •MHML 



巧に因るも®でt。一义一一九年には•巧这はをむを@入おご一二.=1%を合衆gに仰V*たそ 

Q«出なのち巧％を同困へ資つた。一九一一一六年のを該巧字はを五％义びllHハ％でホる•を衆 

田からの巧巧の投入巧巧は一九二九年の十セ值九干巧ライヒスマルクから-义一二六年の二な 

II一千一一ち萬ライヒスマルクに满じ•輪曲巧巧は九を九千ち巧ライヒスマルクから-巧七干二ち 

萬ライヒスマルクに试じた。かくて合衆巧から0巧入な汹はセ巧乂干九百巧ライヒスマみク 

から六干巧ライヒスマルクにが少サしめられたのである。 

をホ田は巧をと巧巧通商巧ををこれまでなばむかつたe Qみならず一九一二五年十月には•ホ 

巧の巧ぶに野して巧ながまが待遇を巧へたと云ふのでそれに巧する巧なQ1手段として’獨遠 

からのお入に從來巧へてわたをぶ田待遇を撤ほした。お巧义涉にをいては•合ホ阁な巧のホ位 

はわまりち利ではなわつた。それは其ぶ尻がアメリカにとつて夕巧〇出なとなつてわたわら 

でホり•また巧逸にわけるアメリカの巧々が巨がに上つてわたからである。巧巧は.そ0 9なる 

巧な巧な巧の紀巧として•合ホ四へ0お出にょるWかにはドル爲をを巧巧することはできむか 

つた。がるに货巧は不可巧でをり*信用も巧へられなかつたから•合衆困からの话入は激減甘ざ 

るを巧なかつち。 

巧巧はオーストラリア及びカナダにをしても问じ巧なをした。オーストラ9アについては’ 

第巧章H店Rま 一0九 

11)值»»巧め支挪についでtt—义頁ぶ. 



策田♦ ■ R ft丈 二0 

»入は一九二九年の一二を一千四ち巧ライヒスマルクから一九三一六年の四千一二亩萬ライヒスマ 

ルクに试サるとともに.巧巧は八干五百巧ライヒスマルクから一-一千五百萬ライヒスマルクに城 

じ，をの結巧货入巧逊は二吿二干化百萬ライヒスマルクから化か一干八亩巧ライヒスマルクに 

な少した•カナダについてはお入は一二を|二ち巧ライヒスマルクから一千九百巧ライヒスマル 

クにお出は八干五百巧ライヒスマルクわら一二干五百巧ライヒスマルクに巧じた。一九二九が 

には二位】千八百萬ライヒスマルクのお入を過でわつたものが•一九三一六年には一干六百«ラ 

イヒスマルクの弦巧な巧に货じたわけでわる1。 

を衆巧，オーストラリア，义ぴこれょ5程度は巧いがカナダQ一二田に姑する故りお！！9政府のW 

巧政巧は巧みを巧巧する上に巧巧でぁるとはいへない，ル田をの巧花.ラ，ドんホ羊毛义び巧 

ホ巧巧の巧用をが®しょぅとする巧惠の巧力は•それまで巧这とがおな两ものなあ〇主臺とな 

つてねたものを巧へすこととなつた•もしこれらの巧おについて0ち巧的自給政巧が放棄さ 

れないとずれば•お巧の巧ぶ巧巧はをく巧しいち巧の上に巧はれるかはないでわらゥ。 

巧る品の巿巧义び巧逢の輪入ホとしての中々及び南東31Bブパの巧おめ！？化は一九二九 

年な巧增おして來た。同地方に*する七ケ田•すなはち才IストリアバンガリI•ユIゴスラヴ 

ィア•ルIマユT•ブルガリア'ギリシマ及びナ* n K aヴTキアはI九二九年には獨&Q•巧の 

12) ♦少グと々MU—Aが>十d十二ん 



藥二十五g中かあ巧刺氏のホ巧ち君にをける巧逢の分が 
(1929 A 1936) 

0 出巧ーサ氣W巧巧 

巧 ち 
箱 A «fe 巧 

19 2 9 19 3 6 19 2 9 19 3 5 

ホ—スト リア 20.8% 16.6% 15.1% 巧.6% 

-ヘンヴ リア 20.0 22.6 11.7 23-9 

ューゴ— スブヴイア 15.6 1も2 8.5 1&7 

ル —▼ ュア 2ん1 2ん4 27.6 16.5 

ブルガ リア 53.6 29.9 48.0 

ギリ シア 9.4 18.9 23.2 29.0 

♦エブa スロパ今ア 2ん1 17.2 19.3 巧.7 

一二去％を引をなり•獨遠の» 乂のみ〇 %たか給して 

わた。一九一二六年には巧遠の輸巧及びお入にわける 

かお巧《のが合は】一二％义ぴ】一二.セ％でホつた• 4 

た巧巧がこれらな巧のち濟生巧にをいてか巧にあ巧 

な巧轨を巧ずるかは•それらなBQ巧巧入中にわける 

巧巧のかがを示す巧二十五ををぶれば’一な巧かに巧 

ることがでをる。一九一二五年には，か妃巧苗の《化中 

にをける巧逆の扣がはオーストリアの一五み％から 

ブルポリアの四八％に及び•またそQ»入にわける獨 

をのががはォーストリアの一六六％からブAポリア 

の五|二.五％に及んだ，一九一二五年に巧巧はブ兄ガリ 

TQ輪化のわ二みQ1’ギリシTQ輪出のわ一二か0 r 

<ンガリーの輪出の巧ど四分の一’ユ）ゴスラヴィア 

の輪巧の約五分Q rルーマ三T及ぴチ*コスnヴ7 

キアの輪巧のめ六みQ1を引をわつたのでわる。 



第巧をHおKま ここ 

な上の巧田と巧巧との巧おが相互に致ましたまな巧因はが进が巧巧巧をお巧としたと同時 

にこれらの困々がその代度として巧逸の完«品•巧中自巧產ホの巧まにを巧な生產»を其んで *■ 

まあつたことにわるの。しかし一九S六年中にを大化するに至つた巧借巧にHずる阿巧は巧をが 

困巧なものであつて•その解みは多大のか巧と善をとをを巧とする。一九一二三一年な來獨4は巧 W 

ちこれらQ巧围が巧进から巧入するよりも3リタくのものを購入して巧た•そのお巧ピれら W 

の巧困は夕巧のなお巧樓を巧な巧有すること、をつた•けザし«巧巧みが巧はれてわる現化に W 

をいては.それらの巧樓はおをからのお入の巧加によるか，あるひは自坦の輸出〇试少によるは一 

かじは巧現のをがないからでわる。巧巧としてはどれら巧田が巧进に巧する巧巧な及びを巧 

品の輪化を巧满することなく•獨巧からのお入を增かずることによつて#*してな推を巧ひみけW 

すことをがお合とするわけでわり•さゥした®旨のおねを巧おしたいと熱ましてわるがこのやご 
W A 

ぅにをのよいおをのを諾を中央及びおお31ロブパな—に納»さホることに獨Aがどの程巧 

までぶ巧するかはお巧ををさないのでホる• パ^ 
*し 

徐出超過と外固爲をの供給 
)\y 

一九一二〇乃至一ニニ年01ニケ年阳におをには五十五巧八干た百萬ラィヒスマみク公な巧おぶ 



IS) MummmM. r一が 
mtkcm Boarん The Satoi _ 
Sミみ XK. 

16，rfiuimj —*ミセ单二ん，义ィニJl« 
17) mmm. 

こ*け NaHonal IndnttrUl Confer- 
Genamaf at Uic Becifuuag of 1983" •••一先 

巧巧があつた。わ<して生じたル巧爲をの菊おは•をの一がは巧巧の巧ルな巧0巧♦のために 
巧 

用ひられ去た一がは•一九一二I年五巧にをの巧を巧したをな巧な巧中0ホ本の巧かにょつ 

て央なされたホ困爲をにおする莫大な巧虫の一巧に巧ずるために巧巧された•困巧れ會黨を 

巧0巧一年巧には六を六干八百なライヒスマルクの《田®巧がホつた。一を1一四年Q第一四 

半巧には«曲を過はをを消し'巧お巧みのバランスは逆になつた•同年を巧ではゴを八干四百 

巧ライヒスマルクの輪入超過があつた。一九一二四年九月には»巧入のち巧化に閱するr巧打 

畫」が採用された。しかし入巧は巧を一九一二五年の第二巧半巧に至るまで一一一巧に互つて麵巧 

した•すでに巧逸と淸巧なちをおんでわた巧*はこの巧閒中にを獨巧樓を黑«しつ、わつた 

ザそれはをお因が巧进品のお入を增加するかあるひは巧をに對する輸出を试少するルにはホ 

其0をがないものであつた。巧巧おをにおける巧&Q巧みは一九S五年一二巧ホに五巧六干わ 

亩巧ライヒスマルクのを奋巧にました。一九三一を年の一を一卞百萬ライヒスマルク•一九一一一六 

年の五な五卞萬ライヒスマルクのをおな過は•まとしてU上の巧なのが巧に巧用されなければ 

ならなかつた。自由巧をについての巧なのが態は大したホをはされなかつた。一九一二六年末 

のライヒス.バンクの巧吿にょるちル田爲巧六百巧ライヒスマルク.を六モ六百萬ライヒスマ 

クに過ぎず’一九一二五年十二月S十一日現在の化巧に比して島をはち萬ライヒスマルクの巧化• 

C.四章田巧Rホ ーニニ 



香章a R R支 -- 

をは卞六ち巧ラィヒスマルクの试少となつてねる• 

夕くの淸巧おをでは，巧品の輪化巧巧は'巧本Wの巧をのかく•これを獨&ホ«のが»に充用ず 

ベしと巧示するか*わるひはスィス*オ，ストリア*ィクリアの巧をのかくこれらな用へ〇獨&人 

巧ホをに一定巧のなををまおするためにホ用すべしと明示してわる•お0て•現を支梅をま巧 

するを衆曲やォーストブリアのかを田*に巧する獨&の巧丹力は巧ザし<财化されて來たけ 

だしこれら巧田との寅みでは獨&は多巧の輪入巧进たなずのをな巧とするのでわるがそのす 

巧に必巧なホ田なをを他の方面で巧ることがか妃のやぅな規をのために不可巧とされたから 

でわる•かくて巧ホは.巧米及びおるなをの手ながでをれれつたために•な化OW化地をな衆W 

からブラジルへ，羊毛の頁が巧をオーストブリアから巧アフリカ，7 乂Wンチン及ぴ关本两に巧 
の 

さなければをらなかつた。 

巧油は巧をにょつて除巧口S及びを巧なにお卞る自面0«丰的巧巧た滿たずことはで* 

たが，巧なの輸化巧巧にょつてホH巧巧のお餘を巧み曲ず可巧巧を巧4しおつて®3が輪入tt 

巧QMなを巧つ巧*にがする巧ホ巧な0ホ梅巧力をホ減ずることとなつた•このHめに巧《 
しぅるS5Q&S主S夏は.2人sf&ss #•£ i光春S巧田ホな 

巧及びみ巧を金でぁる， 

U) »に一乂云孤♦十—Jiかけ 



巧 外 倩 お 

獨进及巧のなましたおをにょれば•一九111四年二月二十八日现在のか《はホ0通りでわる 

化しな時の巧を巧巧で换巧し•百萬ライヒスマルク巧位で荣したも©でれる• 

ち巧. 

巧が 

れ 

セ，一五六 

六’セ五 

一-二•丸一五 

を巧巧中十®ライヒスマルクなはライヒスマルク在でわつた• iたがが巧のぅち一九云五 

年一二月滿巧のめ十六巧ライヒスマルクもライヒスマルク巧でホつ巧•この用夕におするまな 

巧樓をはスウイス义ぴオランダの巧々おでホる， 

右のをれ百111十九巧ライヒスマルクのほかになはお15な巧の巧ましたところではr其化の 

か两人巧ホJが四十二化ライヒスマルクホり.その大巧分は巧ホの巧巧上地•及びおかの巧巧で 

ホる。一九一二0S半ばから一化一二六年の二月にまるまでの巧！R Q巧か《なのをB推巧巧は 

巧二十六おに示されてねる。 

こQ巧ネにょれぱお油通巧を：5てを示された《巧巧4をか<か巧は前妃巧抑中にめ二ち六 

第四♦ H巧收ま こお 

巧 

巧 

M 

ごI 
十 

二 
■ 

— 

9 
，か 



||=寸ホ巧巧巧かなの推を（の撕牛ぱ- 

出所—mな巧巧れ巧 

-1936二が 

a 巧 
*♦ 1 

1920牛ぱ ： 1931 
セ月 

1932 
二月 

1933 
一巧 

1934 
二月 

1935 
二月 

1936 
二月 

巧 巧 巧, 500—1も00011も1001 の,10U も700 も7け, も7け> も30fi 

巧 
參«» 

巧S •- も300 も000 も100 も500 も000 1,600 

を 巧 の, 800 10,700 10,500 10,300 了, 200 も400 い〇〇 

を か 2も300—2も800 2も》)0 20,600 1も000 は, 900 巧,100 12,4011 

1某隹か画人巧有め 
1 IM.fl 巧.tAW も800 も900 も300 も200 4,200 •• •• 

Cの巧アイリ々のか 

规 巧 - も143 もが7 も537 1,462 " " 

巧 据S " も06 了 1.808 1,504 715 511 419 
»##» 
巧 •• も33ti も165 も1斯 も644 •• •• 

か か " みが9 も392 7,733 ん1か3 " " 

ザ 
巧 
巧 

巧 

巧 

も 

支 

け41 ん■miか》»香巧場による• 本9V4tm 

丰なa熟纔なよ扭だ截ぉ112 兩，但し♦寬け31かれたる巧かな— 
ブイヒスマ；|^ク么«表ミれ^で&る. 

i 

十巧ライヒスマルクからち二十巧 

化ライヒスマルクに试じたことに 

なつてわる。このめち一二十六巧ラ 

イヒスマルクの试巧は大巧分が巧 

かの试少にょクてぜクたものでわ 

る•長巧巧の«巧は四十と巧ライ 

じスマルクと巧吿されてわる。 

巧二十セおは•巧樓巧M及ぴ«務 

a巧則のか巧巧を示す獨逢政巧巧 

あのお字でホる•この巧にょるち 

を巧な巧の四九み％おお巧みの二 

タニ％其他の巧が巧み01九ちX’ 

ホ巧«巧0三10%はアイリ々のな 

資をから借りたもQでわり’巧巧を 

拍Q一二一一三一%はアイリ々人0手に 



第二十七表か度にHする巧巧の宮良數字1妨4二ぶ二十八曰現が;> 

(軍化，巧萬ライヒスマルク） 

朵一九SS年二二十日の♦によつで»， 
♦ザ•夕をの賈巧たたるシ—夕朱ートめ奉*々巧お«は，之を度IMとなし•なS入のMのな 
無♦巧なない《 

本*本一九ちちお_=^!だB3HWの*の• 
幸丰本•ザ巧のIW1入が巧有するセ干«ブイ >んク♦ホわ. 

♦**夫お.拳責上のぞ■のみで巧た<• «i«g«aw巧Wの巧Aの有aiにわらサ巧aとし：おaは 
ムたミ*のをホむ.♦貢卜•めg置疆«は二十二fltAfSさ萬ブイtスマルクと知ぶさたでAる* 

:♦♦♦♦本ター公5田年ミ巧一日S—力ぶ五年二月二十八日.用>人々ホ有に**る巧モた•こ 
ををにt朽されろ件■*»證に«巧々たAに«巧をit化することによウで]E立てられかべ9 

巧^*•••ftMT，r一乂ミミけるM々巧JB1•奇，—单，SO 
頁％ Aぶ， 

入るかがになつてわる。 

たジ問巧は•巧巧のを底おネがどの 

巧巧に正巧でわるか？ といんこと 

でをる。巧に一一三一Q巧務々巧で明か 

にを巧されたやぅにお沒政府は巧进 

のがかなな巧を进乂にな巧る巧があ 

る。と<にを巧は.近年.巧中一义1111 

年ょり一九一二五年に至る脚のか巧闻 

內巧迅高をぞしく過小におなつてね 

るやぅである。 

«»倩のBAtts%び其他のR因 

にょるgllの«■ 一九一二四年二H 

现ホのものとして巧进政府がおちし 

たところに.^れぱ.ホ值忍の巧进を巧 

供巧の巧面巧巧五十二お|二卞八ち巧 

一ーセ 



呈；fミV乃な巧?巧な錠みこ百*，ィけ，*,。—クー*-•化にが* 
MなMC♦ぶにホ4たない• 

第巧韋由巧れま 

ライヒスマルク中'巧法人の巧ちするものtを五卞萬ライヒスマルクでわつた。このおを巧は 

少くとも十一一谊ラVヒこル，5受れなければならミ•一九一一一四年中Sg2巧が 

は巧面S巧ライKt<1-ルクii上るとおをしゥるから•そのお巧ホ田人巧巧のお巧巧巧は一一一十と 

笛一一一卞八百巧ライヒスマルクに巧じたことに&る。其^政府の巧をでは十九をライヒスマル 

クQ長巧巧おがあつたことになつてわるがどれはめ二をライヒスマルクたW巧されわば化ら 

ない。すれはち•一九一二四年末のル田人巧巧のを巧巧は政府のおをではれ六十四なライヒスマ 

ルクとなつてわるが货底にはめる十四ほ三一卞八ち萬ライヒスマんクであつた。 

一九一二五年中には巧みQル两巧巧の苗內M巧巧は巧ら <1一巧と干萬ライヒスのマルクに上つ 

たとおはれるザそのぅちめ一巧セ干巧ライヒスマルクはをホWから入つて巧た•ロンドン•ア 

ムステルダム巧びチユ1リヒにをける巧进のな入がはめ八卞Kライヒスマルクとおをしてょ 

いダらゥ。その上.ベルギー巧の滅巧はヤング借み中べルギー宛のぶ接分を約五ち«ライヒス 

マルク轻试した•巧みに•加を借まのを期ぶ巧巧は約一千巧ライヒスマルクに违した。が化の 

を巧其でをけるが少巧は®らく一をライヒスマルクか後でホつたらゥ•かくて一九一二五年末 

のを巧なな巧は'五十なライヒスマルクをや、をす巧なに试せしめられたわけでわる 

一化三一六年にホける巧をな巧QW巧がちは巧ダ僅少でわクた。ユ1ク巧巧わ引巧に 



»=+A«か巧人がをの狼a長期巧ぶ勉ts巧 
(1934末一1说け） 

四 （がな,な萬ブイヒ义マルク） 

年ず 巧 巧 

i 

其化の;ft巧及巧合か 
! 

巧 巧 
な か 

合 か 巧 ほ 

iy;u 3,738 1,700 * 5,43d 5,579 1，734 U,川7 

1935 も454 1,600 !も054 5,041 1,423 10,0y5 

1936 も323 1,300 j も623 も08が 1,055 8,707 

*一丸S六年の滅ホ■中巧Sfltセ干ブイtスマんクは通餐の滅なによる• 

おける巧を巧ホ©わ引なは•一九|二五がにはめ一巧二ち巧ド 

ル•一九一二巧年には一を五干一二ち巧ドルでわつたのに•一九一二 

六ザにはめ二干セち巧ドルに逊ダなかつた。アイリヵ市巧 

における巧巧の巧入なはを分一千八亩萬ドルすなはち巧卞 
か 

五百巧ライヒスマルクでわつたであらぅ。aンドン•アムK 

テルダム•チ*1リヒにおける巧巧の貫入はをらく二干五ち 

巧ライヒスマルクは巧えなかつたでわらゥ。加里借をのな 

忍离は五音巧ライヒスマルクであつた。 

一九一一一六年フランス•オランダ.スウィス.イタリアの巧巧が 

巧巧した結巧お巧Qかがはわ一二度ライヒスマルクの巧满と 

なつた。しかし.借を巧がの二度巧千なライヒスマルクの借 

を供がを巧巧したから.かの满巧は巧をされてしiつた。 

かくて一九一二六年にわける謎が巧巧む媒みはめ一住S干 

巧ライヒスマルクと推をすることができる。共他のち巧巧 

巧については巧らくが巧にょつてめ一位ライヒスマルク•通 

二九 

巧）他々II定でが，一乂ミべ年のfんfia々iuwuなミ干Jtf*となつで*も• 



巧四々田巧Rま こ】0 

义磁巧によつての二をライヒスマルクの试巧がなされたであらゥ。がつて，一九.三一み年ホにをt 

けるか持人手持のホ巧巧巧はお二十八をの示すやうち四十六な二干S百*ライヒスマ*クで一 

わつたわけになる。また同をには短巧巧の推を巧も化げてわる。 が 

お巧巧は一九一二巧年ホ五十五をとモ九百巧ライヒスマルクでわつたが’~化一一一六年ホには巧M 

十を八卞四百巧ライヒスマルクに巧じた•この试巧のうち六巧と卞九百萬ライヒスマルクは ^ 

据抵おを適用巧困巧の巧巧に生じた。 ：；’ 

ル巧揉にして旦つか巧人の巧ちにか、る巧巧のル供巧巧は•一九三一四年末にはめ百十值ライけ 

ヒスマルクでをつたのにおし•一九S六年末にはめ八十セなライヒスマルクであつた•この數ぶ 
化し 

すQ中には世み乂巧にを因するな府閒のが務は含まれてわない•そ0中にはまをお&の證お 

並びに上地•か闲をせ巧*エお及ぴ巧る巧企粟中のル囲人の持分巧におする所謂ちをルW人投 

々もをまれてわない•を巧巧巧は巧巧政なのおをによれぱ一九=1四年二月ずにをいての十二 

をライヒスマルクであつた。一九三一六年末までにはそれは巧ら <1二十なライヒス.マルクな下 

に巧がされたであらう。がつて巧巧の巧ホ巧巧は一九一二六年末にはをよそ百二十巧ライヒス 

マルクどころにあつたわけである•因みにそれは.一九三一四年末にはめち五十二巧ライヒスマ 

ルク，一化一二〇年半ばにはめ一二百一二十なライヒスマんクでホつた. 

な獻な 



巧替の必要及ま巧 

一九一二五年における巧巧の巧巧が巧巧はめ九巧五モ巧ライヒスマみクであクたと巧ちして 

ょいでわらぅ•その巧巧を示すちか巧の巧巧一二巧五卞巧ライヒスマルク•巧な货ぶ巧ちのホキ 

二巧111千四ち巧ライヒスマルク.巧ち巧み巧定のホ巧】な五干巧ライヒスマルク，ち巧巧の«ホ 

を接ホ困人巧々のかを巧进か貨巧のち入一巧六卞一二百萬ライヒスマルクおもマルクな巧に基 

くま巧二干六百なライヒスマルク、おか宜度資め二千巧ライヒスマルクでわクた• 

一九一二五年におけるホ田なをのをお高はめ七ほ六干巧ライヒスマルクと推をされる•そ0 

內津を示すと•がなお入一一巧一二千巧ライヒスマルク，ソゲィ*卜•ロシアにょる手おのま冷一二巧ラ 

イヒスマルクおを巧ホな資化入一吿六千なライヒスマルクおホを巧度ーモ巧ライヒスマルク• 

をち送を一二干巧ライヒスマルク•船舶資巧代二干巧ライヒスマルクでホった•な上は巧二十化 

表Q示す通りである• 

め二をライヒスマルクのホ字はせ巧ならライヒK.バンクのをおぴにか田巧を单巧からまみ 

はれたでわらぅ。巧が巧除には•その大部分はま巧はれなかった•それはユーゴスラヴィア’A 

1マ-ーア.ブルガリア•ギリシ*•オランダ等の巧田の巧巧お{先に入れられ.そして-九三一六年には 

巧囚巧の巧化ま ニニ 



ホ函なをの必要及をれ(1935 A1936) 

(軍な.な萬ブイヒスマ^^ク） 

巧 目 1935 193け 

も 巧 
外《巧佛 350 320 

か巧巧狀«a及ハンブルク•アイリ々巧な化值*巧 13 5 

特巧ち巧巧のfits 50 20 

獨•なマルク«をによるま» 26 26 

か人巧有のag,巧み：fcホ♦の®をに*込むぺiRな 50 斯 

外巧巧#R上によ6るな惟出ののぶ 50 

一九30年米-巧償»»をによる«巧價巧の利子 •V 7 

亩巧巧をモ濟み 150 " 

か南*巧ん巧 234 " 

巧ホな》 20 

を れ 950 448 

受 巧 
海’；Sたん# 撕 260 

«ホを化ん の 
巧巧送金 か 

300 

撕 
B宙ホお滿巧み 60 

«这Kか巧資たん 160 1斯 
«舶資巧 20 の 

を れ 750 530 

巧四章因R Kホ 

これらな田にょる巧を 

巧おの巧入を促をする 

ための巧巧として巧用 

された。 

一九一二六年にはか函 

島をにおするか巧が一 

化一二五年に比べてザし 

<ほくなつた。をのた 

乂 Q巧因は’巧品巧おが 

入巧の代りに•丑な五干 

萬ラィヒKマルクの巧 

巧となつたことでわる• 

なほその他0巧目につ 

いてなるも.利巧I二は一一 

干萬ラィヒスマルクピ 



を巧々のが忍及ぴ化な五干五ち巧ライヒスマルクおもマルクおを分二干六百巧ライヒスマル 

ク.お出促をのためのか巧ぶな入がを巧巧二干なライヒスマルスおルをな二干なライヒスマル 

クー九三一0年のホ巧巧巧な巧による級巧巧お〇ま挤t巧巧ライヒスマルクどの巧か巧な巧干 

八ち巧ライヒスマルクと推をされてをり.一九一二五年に十をライヒスマルクに近かつたのに比 

ベておだしい巧少を示した。 

五巧瓦干巧ライヒスマルクといふ夕おの瞭化な逊をおれば.j九S六年には巧逸にかするか 

巧島をの化がは®をであつたと想ホされるかもかれない。しかしどの巧巧は巧つてねむい• 

けだし巧进はを爭の必巧上信巧を六ヶ巧まで班をしなければならないのにがお入にかしてよ 

六ヶ月爲忆ま巧をするからでをる。一九一二五年下半期には巧入に巧するお出のな迸は二臣 

八千セち巧ライヒスマルクでわつた。巧巧はこのを巧の大部分を一九Iこ六年上半巧になつて 

巧あつた。一九一二六年上半期中のお出巧過は一位一二干ち巧ライヒKマルクでホつたが•そDホ 

みは同年下半巧にホ巧された。かくてI九S六年中に右の財がから生じたル巧巧を0巧お* 

巧はわ四をライヒスマルクであつた。しかしピのを巧の乂が分は巧川されるに至らなかつた。 

め一な五干なライヒスマルクは•一九三一四年あびI九S五年中に巧ななをに巧巧した巧粟巧な 

のが巧に向けられたため•手に入らなかつた。わIなライヒスマルクは•巧化による巧おとft\ 

巧四々田な化ま 二-ミ 



第田♦■巧度ま 二1B 

に巧するま巧との閒の巧閒の距りのため•利用されなかつた• tため八千巧ライヒスマ*クは 

をブロブク巧通がのが巧によつて巧失となつた•そ0上•二干巧ライヒスマルクは併蘭西に巧 

するザール石巧給付としてを引かれゴ干巧ライヒスマルクはスゥイス'イタ9ア.オ，ストリア 

のかく巧逸からぶて巧品の巧出巧掛となつてねる巧*とがおしたお巧におそ•巧&人巧化をの 

巧用に供せられたなをかとしてち引かれなければならない•を後に•め一卞巧ライヒスマルク 

はか巧における巧ホのお巧巧失となつた•な上のやぅな巧*のおおがをなずれば•一二を八干« 

ブイヒスマルクにをする•か <て一九111六年の巧&Q巧ななぶから巧巧手に入つたホ曲巧巧 

總巧はめ二千巧ライヒスマルクに過ダなかつた• 

お巧化入は二な六千巧ライヒスマルクとお巧され'巧进ななが一九一二五年巧分として巧ホし 

た數字より】〇%が加した。巧巧の送々はガいたい一一一千巧ライヒスマルクでゎつた•なほ•お 

»まがの浦巧到來によつてめ六干なライヒスマルク，かW人巧ホホの巧々によつて一干巧ライ 

ヒスマルクのホ田人に巧する賠か巧巧によつてめ】モ巧ライヒスマんクのか入がホじた• 

一九一一一六年にわける巧这QWホ巧女巧巧は金ブP 7ク巧巧貨QW巧によつてホがなが響た 

受けた•しかし'他方では巧巧の巧なのために巧な巧かもしたになひない•巧ら<これらの巧 

因は巧巧し合ひ'がか巧資巧巧はダいたい一九一二五年と同が•わ-巧六卞Kライヒスマんクでゎ 

25) ■ホ審八んどMMマ*♦によつで贿11た*グ，にAS替♦♦た 
むい， 



つたと巧«してよいであらゥ， 

一九S六年にはルH爲をの必要巧巧は四ほ巧干八ち巧ライヒスマルク.そのが給巧はめを巧 

五千萬ライヒスマルクでわつて•差引をI值二ち萬ライ；マルクの巧おとなつた• 一九IIIと 

年にはおおが巧がとして巧ををな巧するならば•ライヒス.バンクの爲をが巧は#しくががする 

であらぅ。I九=1六年下半期には«出巧巧は巧巧二干百巧ライヒスマルクでわつた•また- 

九一ニセ年の一巧义ぴ二月には•輪化を巧は一を一二干八ち萬ライヒスマルクに上つた•ホgめを 

に巧巧してゐた夕巧の巧務は-九一二置年ぶび-九S六年のニケ年閒に大が分辨巧されてしま 

つた•不正巧な巧吿が巧はれない化り•ライヒK.バンク0を义ぴか田巧を単な巧巧巧は-九III 

セ年中にはなが增加を示すベを吿である。 

しかし巧进は.その巧爭巧田がそれぞれQ巧巧の试巧によつて巧巧した巧巧な巧なにおれす 

るために.多巧の巧州を.虫ずる巧助をががぶび特巧お式のマルク制巧を按用し.それによつては 

じめて世ホ市おにおける自阅〇ホ化を維おしてわるのでホる。 

輪出補助金 

巧巧は•苟くも巧西になるほどの两のぅちで，I九二乂年Wが巧巧を试巧しなかつた唯-のW 

巧巧韋田巧枚ま 二； 



が四章冉巧ft变 t二# 

でホる。巧を政府が一方では通な巧化をが持し他ぶではが軍傭と巧濟的W寒主巧といん柏巧 

な政巧をれは用巧わの义ぴ生巧巧の上おをもたらした1ををけするにかをしたれ巧•巧 

油の世巧巧おにおけるね巧力はおしく试巧されるに至つた。 

かゥいふ巧巧の下では政がの巧巧がなかつたなら巧巧の输化卖をはルW市巧から的め出さ 

れてしまつたでわらゥ。この巧かは夕くのお式をとつた•獨&の巧巧會れはモQWか巧《Q 

責上ををもつてル由人巧巧の巧&巧ホを巧入ずることをかされた•これらの®ホは•巧子がマ 

Aクでをがまなはれるから•ル尚にをけるよりも巧这においてはるかにな化でをつた•巧Aの 

»出おをは巧ホを自田に»巧せしめどれを巧ぶで巨がをもつて巧がし‘そしてか < して巧られ 

ホがなをル巧ホおにをける巧品の販巧によつて巧つたおみの袖填に化てることをれされた， 

同株な巧のがか曲人のお钮银巧勘をについてもがされた•おW巧ホはルMでこ0か巧を« 

巧なか引牢をUて頁入れ•それを獨进で一〇〇%に巧巧し’そのがなtuて闻ル化資による巧み 

をのふことがで*た•一九I二一一一年六巧のモラトリゥムにぶ*，巧みほ夕のか田人巧5はその 

巧巧の一がをか苗爲巧をなて’一巧をスクリップ巧おをUて{その比巧は時*巧がされた至Aは 

れた。スクリブプ巧券はマルクでをがまがはれるものでわるが，巧&々扣引なけによつて巧が 

Q半がでな入れられ•そしてこ0な引からをナる巧をはおWホをにがする巧のをとして巧州さ 



26) t•かし«しな上の♦ろなMい貢んがなかつIti'fれtf. ■ &巧《>の手ifgけ> A♦ ♦ 
ヴ1少なかつたで♦らA， 

27 これなに*rクIイシピシグMのtaとしでか，«れも*れ々f集*々で• &ら< AK 
化マもれ，パ 

れた•このやぅにして！g进のか巧はぞしい媒巧をみ政府に何等0巧巧をホせしわない袖巧金 

が巧没のお化おをに巧へられた。がそはか巧の巧々ホが负#したわけである；。 

一义吉巧年六月か巧が巧のを部的モラトリゥAを宜すしたのちは.スクリ，プ巧みによるな 

巧巧巧金がず可おとなつた。巧巧ながの巧なによる利をだけでは巧時Q巧&«讯巧巧の巧が 

をかふには不十分であつたから’む巧は曲の巿巧を巧モとするがまに巧巧するな巧をとりピれ 

によつてお川巧»をのぶををからなけれぱならなかつた•このぶ巧お巧の巧巧及ぴその化入 

巧についてはな巧は何ら巧亥してわない•巧菜をもをの白め0ためにま巧つたを巧をホ巧巧 
巧 

照ホ中に圳なすることをかされてたないが•合理めなおWによればめ十五はラィヒスマルクに 

上るとぶはれる。袖かを巧はお出伯巧のや均巧〇%.卽ち通巧減のによつてか闲巧爭ザが巧た 

利をにほで巧しい，とかへられてわる•加助をは凡ての»巧に巧して巧へられるといんわけで 

はな<.またAての巧著が巧巧の袖助を巧けるわけでもない。袖かをはおW柔巧の化化が 

政府のを巧によつて#なはれた程巧に.また化み巿おにおけるみ巧の巧ぶな巧む化化©化かの 

ぅちでどの巧巧の巧化の巧持を巧巧が里巧がずるかの巧巧に化る0である" 

封巧マルク 

第巧9 H巧Rち ご； 



ホ巧々曲巧度ホ ニー八 

封巧マルクのな在は•一九一二-年巧0をな巧悅をにわこつたか曲資金の巧！W引巧げにおして 

巧巧が创設したが制の巧產である。このををはこれをホ田爲をに换へて巧み田かに持化すこ 

とはできないがか巧人はそれを巧*5でち入を行んためとか，まは巧巧巧±巧にをけるを巧«や 

お巧に巧てるために使用することができる。 

特巧マルクのゥちもクともよくかられた扭巧〇ものはををマルクでわる•を録マルクは，一 

九11二年のを慌前にか巧银巧が巧进において巧あしてわたな巧をを示するものである•この 

マルクはル酉にをいて巧をのや巧よりめ五0%も化い«格で貫入れることがでをる•このマ 

ルクの化巧から生サる爲をは据あな用の泌巧にホをされる•を餘マルクをなてル由人は巧a 

にをける巧巧及び生をサをま辨し，巧进の證券ぶびがをに巧ホし•巧入用のわおをW入ずること 

がでをる•また特巧のな巧小切手が巧光をに封して致なされる。これは巧そのHめには化用 

し巧ないものであつてピつ一巧ホホがお巧しぅる旅行小切手の巧はを巧には一日なり五十ラ 

ィヒスマルク•特別の巧合には】日なり百ラィヒスマルクに化られてわる•獨&巧にをいて巧 

巧されないを庭マルクはHルに持出すことを巧止され巧&巧にをいて巧託されねばならない 

こととなつてわる， 

W引取巧されるもぅ一つの巧みのマルクはいはゆるアスキマルクでわる•ル田人の巧»に 



か、る企おは•巧品0化巧にょつて®を內にな用を設をしピ〇倍用を巧を巧なの巧入に巧用ず 

ることのが可を巧巧のル巧巧を巧局から巧ることができる•「アスキ」といふ言美は^1£1を】der. 

Sonをrkoln fを是：Sを-ZIUngen卽ち国巧まが用ホ人おがな{里のが語である•か田人お出ちホ 

はその有するアスキマルクを巧を巧なを購入しょぅとする企ホに資ることがでをる。しわし 

その巧巧は公を島を巧巧U下たらざるを巧ない。さもないとピ由マルクをやめてTスキマA 

クをSふ利をはないこととなるからでわる。アスキマルクの巧用はナチスあな巧一二年及び巧 

四年0ニヶ年閒にをも巧<巧はれた。巧をそれの巧川は夕<の巧におしては少数の巧ち巧お 

宙目に限をされるやぅになつたがじかしを干の困におしてはアスキマルクは依なとして巧を 

の唯Iのま礎となつてゐる• 

この化になほ.か酉人が巧逸の證お义は图巧が産を巧がし.あるひは利子由を及び化化をまれ 

する巧をに生ずる巧巧0おおマルクがある•こ0郁類に巧するまな型のマルクはな用お巧マ 

乂クKrodをpcrnnミk•银巧おお绍マルク多をミporrirk义ぴ理をお进EffckミミP马rmミItマルクであ 

る•これらののををか阁人はU下の目めに使用することができる•卽ちおをの巧进S巧•巧巧« 

及ぴ生巧の巧入おをま及びそのおホ0を行受並ぴにを巧巧0すがお稅徊人及び曲ほへの寄附。 

この他になは巧进品入にも巧用することができる：^>原則としてその化ぶはを化面巧な0 

巧田々田巧なま I Iて 

巧> ■♦巧11マんクはAんど鹰A々購义にな使用<わない， 



ホ巧♦围巧なま ニニ0 

巧わ二五％までとされてむる。まりのと五％は自由マルクを«入しルW巧をtwてすみはな 

ければならない。 

U上のみ理おが勘化からの引柏はル曲な巧ぶ材の許可せがなければこれたなすことがで* 

ない。 

特巧マルクの巧用はなななせ巧が巧の巧生を巧した•それは巧Aに巧實上城價した一種0 

通巧を與へ•それによつてが估〇么巧を者し <巧«した。マルク巧〇试巧はち濟閒苗といんよ 

りもむしろな治閒巧でわるやうに化はれる。かW巧な0おがとg入の管理とをけんか巧がホ 

るのは•巧逢が巧廉なかWおのか水に見巧はれるせながわるからでは化い•これらのおがは•か 

田並に自田の資本が巧&から大なめにる巧しないといふが巧を巧治が勢が與へないのり，撤》 

不可能でをる。そしてもしか巧巧を斤巧を獲巧し度いでマAクの減價を巧んならば•それは巧 

进の田巧巧化を向上さサるよりもむしろ®化サしわることに众るでわらう•それはか债t增 

加させ•輪入巧巧な及びを巧品のコストt苗め，巧& Q外—巧♦のかなた试少さサるじとと化る 

であらう•巧巧としては，その曲巧なおMなが改善されて•冉び世みのま巧を»中む地ホる》ン 

ドン，ニュ131ク及びパリにをいてが用を钟をしうるに至らない化り，か、る不巧なにがへる 

ことは®らくでホないザらうと化はれる， 



巧巧及お言 

國巧れ會黨政巧の外函巧ぶな巧Q下でお！！！は•人口を寒ムに必巧な*少脏巧の义巧おと.そQ 

H巧の巧Sを沿巧し括軍傭か畫を遂巧ずるに十分な巧巧なとちか田から*巧することがで》 

た。この目めは«お上及ぴを«上の凡ゆる巧かお引に巧するおひ切つたせ巧によつて建成さ 

れた•すなはちな巧はそれによつて•大ホの資的生細泪Qお持と-巧3とからぶてすかお 

とぶはれる凡ゆる巧入を持除することがでをたのでわる•何人と雖も巧ホではお巧巧WのS 

*のが口に夫*巧西されたなせ巧の一つからか曲なをを可巧の巧附ををけることなしに•か巧 

なるれも«入することがでをない•しかも輪入©ホ可は.かH爲をがラィヒK.パンクにをいて 

を巧のまみ用に十分で&い披り巧サられない。 

世ホ中の巧んどずぺてのま巧田と巧おされたa巧淸巧な左によつてがおの巧んどを巧は•か 

田おにおしては巧巧はちといんれ*巧みのぶ巧の上に坦かれた。巧しい例外は合ホW•才IK 

トブリアぶび_ーウジーランドであるがピれらの两の巧合にもわ*巧&Q方法は化*のホ者に 

よつて用ひられた。淸巧なをの度したをも置大なお巧は•巧W义ぴその化の々おQW巧め々ホ 

によるが巧を獨逢から巧つホことでわる•巧Aは.巧みがを廉でお«がたなのWから»入ずる 

第四章■田ft支 ここ 



第田♦ ■ R R支 こ一二 

ことがで♦ホ.獨*5Q巧巧を自田〇を產物と巧Aにをもをんでをけ化る國から•入ずることt 

な儀なくされる•淸赛みをのを】つの至大な不がをは•巧お«ぶによる獨&のかW巧をかた及 

びをおな0巧ホのをがそれによつてみをめに阳塞されることでわる， 

これらの事*は獨&Q责巧わるな財をや經濟♦をがはつをりと霞*してわる•巧み06出 

を巧おする必巧は»巧れ會ま巧の巧巧を#が强Mしてわるところでありピかも推にもまして 

これを焦眉のをとしてが巧するをはルならAヒトラ1»がとその經濟巧Kクタ！ヒ♦ルマ！ 

シ♦ハトでわる•巧进の.現れに對するな等の巧度はお泣の見地からすればたしかにお理的で 

わる•化巧は大义そホのやゥにおおする•「巧泣はルH人に多巧の巧巧をなつてわる•獨逢は 

ホ田の民間巧々まから借りたものはーセントも巧さ卞を濟したいと•一方なら卞焦*してわる 

ザしわし巧品の輪化巧邊によらない限りこ0ま巧をなずことは不可巧でわる• にはをが 

なく•ルW巧を巧请がない•これらのものは一九三二年のを«巧な中と】九一ニニ年中とに巧ひ 

塞された。卽ちこのが間に獨&は•そのル田が樓をのがをを巧皮するために巧乂な犧牲た拂ク 

たので4©ミー九11111年には巧&は遂に.を及ぴ告爲をの凡て〇时巧を巧巧してし*ムと间 

時に.巧巧のお化を巧をこの上が持するたわには•人ホの生をがでをない程度に走で貧引》 

下げることによつて，獨aの々働人口にせへ*い犧ちを拂はさねばならたい»に*で立巧つた• 



社♦革かの巧れがあつたたわに巧巧はやむなくデフレィシ•ン政巧を化おしc •生ホ及fなお 

を巧進する方れをとつたのである。ル巧の利巧は乂巧分化巧されたが•私め巧おたをなしたの 

では決してない•獨进はかHQ巧脚巧みおにがするすべての巧巧を尊重するち巧をもつて& 

る•しかし化巧が巧をおでまみを巧けることをむむ巧り.巧巧はそれfc資巧することがで♦な 

いのみならず巧巧はを巧巧のがホにましい切下げが巧はるぺをでホることを•また巧进Q W 

巧をな上の巧化を巧固ならしめるためには巧巧Q么巧があることを•感じてわる。J 

か闽のを巧巧巧ホはこれらの所見の多くQKについてそのぞな巧をSむるじをでょなレが 

しかし同時S妾がgsc?」た一ISQ巧Sが望QホS勇を後？るC至つたこ 

とをお巧ずる•を巧ぶ巧をは挺巧の巧巧巧の樓利には巧閒fcをしはさまないけれども.巧巧请 

が.巧巧と巧おのサみを苗との問のなをな巧巧M巧の巧まにげ巧をとはをはれない巧をした0 

巧を治が勢を生ぜしめた0みでなく•を巧にも4たおをのお出力ををなつたことをなつてわる• 

彼等はまた巧巧が息のまにか何なる程巧〇巧巧め自化自給をもむひ巧る任おがホることを 

否巧しはしないがじかしこの自足自をの目的を津するために從ホなされまた现になされつつ 

をる巧力が胃Q寡と化ホ：巧.U&夏.置エSか52C &ける？*3,苗gならし 

めるに至つた•とぶるのでわる。 



第因♦画R R丈 こ-口 

さらにこれらのををは.化巧が巧巧品を頁はうとしない•といん巧惠脚の巧巧に巧巧をちしは 

さちむしろ獨巧こそ計畫的に.を巧生をわを代用ずることによつてを千のおれなの輪入fc阻止 

しようと企て、わるではないか，とまおする。なをに化みはホの巧を巧巧する。曰 <，巧巧巧が 

ホ近ニケ年のやうなな速なで«度する化り•巧进を柔は’W巧货おに著しい快巧が生じてもそれ 

を利用することがでをないであらう’何化ならぱ巧軍巧の巧巧t充たずたわにを柔能力がを巧 

用ひられてしまんからでわる.と。埃言すれぱお巧の輪的の快なはお»政府がそのお巧め巧巧 

な巧中の或物の役かと肤洲平か巧持のための滿化なな治おをのがおとtを尾よ<むひ巧るか 

どうかに，主としてか、クてねるのである。 

かW巧お及び一股两巧M巧の分巧にわける巧法の政巧のお巧をなおすることはむづかしい 

が，を千の巧巧は巧巧でわる。お入な里の現をU上の®巧は•一化K巧のを寒水单のな下と巧ホ 

への'■ホ巧巧化給の不をとを生せしめることなしにはピれをけふことがで*ない。生巧水巧の 

巧上と產柔巧巧の巧おとのためにはを巧なあぴ巧巧巧の輪入增かが必巧でホる。輸化の巧か 

は»入のためのま巧ず段として必巧なぱかりでなく•かな利巧のためのおおをもたらずため，及 

びをみびル巧な巧の#巧を捕ホするたわにもか巧でわる• 

巧巧のホ田巧ちのすさまじい猫々と一が_二六年に至る不巧が巧の續なとは巧ま活かと巧巧 



とにはこれと云つたが巧を巧へなかつた。それは.公共主木をお及び冉巧のにおする政府の支 

Wがち巧化巧をを力な巧の化巧に化つたからでわる。が巧巧と政府支化とのおがが巧下する 

になひ•巧閒產まは不振の化止に巧めなければならなくなるであらぅ•輸化はか、るお合に巧 

巧が巧はれ得べきを巧な分巧を提供する。 

ををにお逸の不安をな苗巧的化化は•巧貨銀巧おの粒巧め必巧とな府が巧用したあひ切つた 

巧巧ががが巧との大をなお因をなしてわる•巧銀率の巧加は巧み巧おの巧爭上のホ化がを者 

されない化り不可おでホる。巧巧統制のおかは’輸入のがなが必巧とされる松り，また々本を巧 

巧止のためにル田巧をお引の思ひ切つたお巧が么巧とされるおり，またこれを望むことがで* 

れいのでわる。 

ホ两巧ぶの問題は巧巧の直面してわるみ巧めな巧齒でわる•この間理は巧迅政巧の一方め 
/>-1，5、-こ L I } 

巧爲のみではがみずることがでをない•が畫とむ府のががとは®力をおおし，打擊をち巧义ぴ 

れ々の巧制を巧に分おすることはでをても•か均巧巧品とホ巧巿おとのかををなくすることは 

できすまたこの必巧をホたすための扭*な曲難を巧服ずることはできない。もし迎巧QW仍 

を巧んならば•それは《出ををぶじしお巧をを不ををとするであらぅがピれと同時にかぶを增 

かし，两ホから巧ふ巧巧お及びを菜生巧わ0巧のを昭がさせ巧逢のおかおホ化をを泌少さサる 

第巧々國R Rま ニニお 



第田♦田巧Rま ご三ハ 

でぁらう。のみならナ•それは大*め々本连をのせなをなくずるものではないから正常な田な 

巧みのホたる巧巧わでわる巧むホ田巧をわ引におするが化のホ《には巧かないでわらう， 

このか巧巧あの問巧は本K上政沾めなものでわる。この閱涵はW巧れ#黨のをな巧とを政 

巧——巧巧併お巧め自給自ちを巧まを'反dダャまIT反ボルシ*ヴィズム•だ自由まホ•植巧地巧 

ホーにおぴクいてをり•巧巧のを巧の解みはお局W巧れ舍ホ巧ホかのを巧にょってホをされ 

るでぁらう。たジ近い巧巧に»する眼り.苗巧的經巧力のおをのためにが|5のち巧柏巧の巧能 

に巧らかのををならぬな化がおるとたホるひは巧逸のは治»梢に何らかの至大な巧化がせる 

となおする巧由はないやうにぶはれる• 



第五章か國賓易と生活水準 

I田の巧巧め巧度は究桂的には•义巧品の生巧と巧が巧の巧おとに利用し巧べを上地面巧に 

ょつてホをされる。此等二つの巧巧は.おおあび人口とおにち濟め生巧のわ巧め去巧を爾巧す 

る。特に.それらはおちのをを水#を上昇せしめる一手ほとしてのホ巧及おの必巧をホ巧する• 

困巧れ會まをお濟な巧の化目の】つは哀お生巧W争ちある。今1つは.おかから輪入される基 

本的巧巧なのまわに代はるべを合巧生巧わの巧まである。此巧一一巧巧の目的は巧時にわける 

田巧の巧が力を巧加すると共ちか困巧をに對する必巧を试かするにある。巧这お巧の現れ化 

ぴにそのお來の巧が的巧なを巧解する-ためには•义巧な义ぴ巧巧巧におする巧！！8 0«入必巧が 

困巧の生を水巧を抑Kすることなしにどの巧巧4で巧に引を下げられたか•またお巧引を下げ 

られるかに巧いての巧巧なる理解をかおとするのでホる。 

食巧品の供給 

第五車外！！««と生巧水牟 1111セ 



第五章ホと生を水# ニニへ 

巧巧は一笛一千六ち萬玉！々—の面gをもつてわる。このな面«のゥち，二卞八亩萬は巧作 

地でわりゴ卞百二十萬はかを化及び巧巧であり•巧巧十萬はを团に州ひられお十Rは巧が曲及 

び葡巧苗でわり•巧林はーニモニ百萬に及び’八巧を十萬は巧巧#巧•含巧公因，巧®化义ぴ運動巧，* 

地•巧お湖巧で占められてわる。巧蕉巧はなか巧ち八十萬エー々1にるダない。 

か何なる生を的用をにもをてらてれわない主巧面*がか少でわるといムことは拍»のホ巧 

によつてな案生をを巧巧する可能巧が巧巧に化局されてわるといんことt示してわる。それ 

故に尘巧の增かは主として±壊の巧作上あび利用上0ホな及び»種並ぴに動妨«餐のな奇に’ 

よつて*らされねぱならないが•その他にもなは，必巧が充分な上にホ化されてわるかわからか 

乏が特に巧切な作わにが用し巧べを±地をおりをへることによつて■り均街のとれた化獲が 

»られるでわらゥ。 

獨 <9がル田よりのをがお供おにがなしてわることはホ表に示されてわる。 

巧 品 巧巧をかにおする田巧を巧の百分比 

巧麥みび小ホ点か；か巧粗夕巧巧•羊肉’をみ 九五乃ま- 00 

巧巧をれ  化〇力至 九四 

巧巧巧をか 九〇乃至九巧 

1)mmmwK. ■«. 十二,が。.一〇二!!. 



卵巧 八〇乃ま八化 

巧か巧合扑 八〇乃至八化 

かおなを：t，おみ 八〇 

パクI义ぴチIズ セ五力至八0 

か巧 セ〇 

ベーコン及びラード 六〇乃至六九 

巧肪をむ’ 五0乃至五お 

巧巧 一二〇乃ち S九 

巧豆を計 二0乃至二化 

人进バター 五のち 一〇 

一九二九年ょり一九一二六年におる巧巧0をが品お入0巧が及ぴ&おは巧一二〇おにみされて 

ねる。を巧おつたをもが著な巧化は.一九二九年をを後にして•小ホ及び大麥のな入が巧んどな 

<なつたことである。巧年にがける化等二巧なの佑入はわ巧五ヤ百巧ライヒスマルクに上り 

度がおぶぴか巧おQ巧み《入巧がQ一ニセ.巧％を占めてねた。一乂一二六年には•巧这は巧かセ巧 

巧ライヒスマルクをか巧巧小ホにまた巧かS巧萬ライヒスマルクを同じく乂麥に々したに进 

ホ五かか困*みとを巧水牟 ニニか 



♦五章か圃巧Aと生巧水♦ 

压巧——fl巧巧3 a 
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>ち表■を料•品ft入れ量(1929-1936) 

化巧一《&函 «ttJ9 (巧巧1032-100) 

度 
3L 

な 国国—■田 

一 HMiL 一 

画酵—国— 巧な 



巧お々ホw巧みと主巧水準 こ 

ぎない。小を巧入か直は二百十巧巧から七四’〇〇〇巧に，また大ぞのをれはち八十萬>から五I王■ 

八.00OWに滅少しち小夕#種面巧は；二六—;一二〇年？均一’六九ーペー八へク* IIIか 

，から；一一一四年には一三九七.六七0へクタ—にお加しち同一が脚《にがける小巧化巧® _一||| 

は111.111セごス〇〇巧から巧.丑一一一二，丑0〇Wに巧大しか。一九--一-一一年には.化な巧はち六〇巧一-一{^齡§ 

00巧でわり•そQ面巧は511七•五8へクタ1でわつち一九量年义ご九一一一六が0化^ん 

巧苗は.巧輸入が年やちめ一 •八00,000斯でわつた一九二六I一九一二〇年の時巧よりもわ一‘ 

五〇 0,0 〇〇巧ザ大した〇それなに•田巧生をの巧加はお入孜をのWおとA*巧等しか0たの 

でわる。 

大麥にわつてはお入の试おは田巧生を〇增加によつて®はれなかつたのでそのお果ピーみ 

の生を义び巧巧はをしくが？るSつたが.巧巧はピ，ルをばち街义にかくべからざる物資 

とは設わてわない。 
バタ1.餐卵及ぴラIF®《入2はもつと痛切でわつて.その紀S化等のか々の巧期的な 

乏として現はれてゐるがバターにわ0ては•そのかまは•度おで0牛化巧«のより 一R0巧下お 

巧巧にがける一をお率的むバタ1Q生巧によクて•またが祥クリームや巧巧を巧辛のないチー 

ズの生需化によつて募巧はれちパ*1;巧りの巧巧せは不おお前と同じKさた巧つ 

のの 



"ぶな嫌けむの,*—。ユ*ん=のでい、.w -だか， 

てねる。巧巧やラードの巧巧は巧あを示してねるが•巧を水#が巧ダし < お化したことを示す 

はどましいものではない。甫固を巧わ及び巧巧の巧入數モは一九二九年に比して巧かを示し 

てわるが，その巧巧は便巧下なのため非巧にほ下してわる。 

巧一二十一袭はを巧品ぶび化巧なQ1人巧り巧巧せを示してわる。化等の巧宇には，巧ま水# 

が一九一二六年にかいて不景氣ツホの年にがけぶょりもほ下したといふことは示されてわない。 

まま巧巧の毎入は卖一二十二おに示されてむるやうに‘な烈にほがされた。巧巧生を©を干の巧 

加にも巧はらず.このおおが態はおなおに巧巧な田巧を生ぜしわたのであつて•一化牛巧り牛乳 

の生巧が-化I二三一年Q二’ーニセ五リブトルから-九一二五年の二•一ニニ五リ，トルに满なした巧因 

の-半はこ文にあつたのでわる。巧逸にはめ一千巧頭の化牛がわるのだからこのことは牛れ 

の年供給が五干巧リブトルがあしたことを忘かする。ル曲巧をQ現在の巧あが旗が持なする 

限りおをはが巧みお巧まの不化にょりが牛頭數及牛乳生をなの增加を不可能とするであらう。 

あ巧の現在の货入必要を代面せんがなめには•巧进は的巧のを巧むために二ち萬へクタ1Q迫 

か的止地と一二干巧立方メートルQおおまスぺースとを必要とするでホらうが•現在の巧では巧 

か一二ち五十巧立方メートルのスぺIスがあるにすダない。め再瓦卜萬立ちィートルの巧たな 

巧巧まスぺースが-九S五年に巧てられたが’それは-ヶ年閒に六五％む增加を示すもQであ 

巧ぶウかみとを巧水ホ ー田一二 



第五章ホ國贤みと生活未单 



本巧11用栗實を含を■ 

雜ち十二表«をみ。ををぶ巧ち巧脚の入 
第 (1927, 2k 1932—1936) 

五 田が 一ftなW巧巧 
幸 

巧 在 軍 化 1927 1932 1933 1934 1935 1936 

ち度巧 の田 巧庄 巧 

巧 十值リブトル 20.0 23.6 2ム0 23.7 23.3 2ん4 
類千夕—トル頓も893も124も165も班5もか8も221 

巧 干イ—卜んm 1,9321,975も030も272も179 2,146 

巧 千イートル,臘6 が6 864 964 が2 749 

類十な ん97 も巧も24 も24 6.21もが 
巧 千ィートが« 16.0 1义6 12.913.11ん41け.0 

家畜«冉の« 【乂 tt a 

油 n* 干ィートル唯し480 2,290 12,045 1,553 1,1傲 1,079 

魚歡 巧巧 千イ—トルg 126 91 116 1が， 126 79 

巧 な 干イ—トルg 汾 24 27 04 84 の 
家畜巧科度《麵9 1 千ィ—卜知頓4,079 1,727 444 1,070 676 246 

巧 干ィ-トベ1,173 226 79 1说 181 40 

クた。巧巧は一立方ィートルに 

つ*四ラィヒスマルクの扣をで 

I臭巧當り最巧一.000ラィヒ 

Kマルクまでの袖かを典へて« 

なま0®巧を巧历してねるがど 

の巧巧は巧を巧來に解かされ得 

るも0ではない。巧！RQ化#エ 

巧は現に木材パルプからK巧目 

的のためQ I種の巧巧ををり巧 

すことに巧わつXわるが•巧巧生 

をの段巧にはホ巧巧をするにま 

つてねない。 

外田S*とを巧水♦ 



第五幸外函«みとを巧★準 】田ホ 

農產原料おの供給 

巧S十ーニ表ぶび巧一二十四まはホ巧«入をを巧巧巧の巧があおgt示してゎるがど、にな產 

巧巧おとは直接に•叉は巧巧t通じて問をにお民の巧まに必巧とせられるものではな < して，エ 

柔生産の巧持のために括ちめに必巧な良巧巧巧なを指すのでホる。巧=1十五まは化等巧がお 

の巧巧•巧入ぶぴ困內生を吃數iを示す。巧巧で生まされる羊ち黄麻•巧繊維>楠花•生な•ゴム，义ぴ 

巧陪は必巧巧の】〇%にもぶりない。巧进で生をされる巧ち巧を义び大麻はか巧巧の五0% 

にも足りない。巧材の巧虫のめ四分の一は巧ルからの巧入によってホをされねばならない。 

か巧巧をの必巧といふぶ地からすれぱ挺も里巧な良產巧巧おは楠花，羊モ•木ち巧ホ‘及び«店 

である。 

天が棉花は巧进では栽巧不可おであるザ«巧が用なたるステIプル•ファイバーが化巧工美 

によって木材パルプから生をさる >，に至った。こQKチープル•ファイバ1Q生產はな巧によ 

クて巧巧されク、ある〇々ブャル附近のベナンハイム(曼す己を3}•ダ-一 ブ巧巧のヶ 

ル《イム(Kelheis}’义ぴシレジアにがて大工巧がをてられた。このをまわはか何なるKにがて 

も天が棉花に劣るものではなく，それが巧柔生をとして生をされるやぅになるやをや•それは天 
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gH十五表なを巧巧な。供お及r正巧J巧， 
W巧 #な巧な巧 

画 
IMM聖昼■ 

十 メー■卜 ル"B 百み比 

羊 モ 160 145 15 9 
西 麻 45 15 30 67 
大 麻 35 30 5 14 
巧 麻 11け 110 
天がぉ織输 80 か） 一 
其化のB»維 ♦> 40 •• 

稱 花 160 360 •• 

虫 巧 10 1け •• 

人逆巧な 52 2 50 96 
スす—プル•フアイパ— 70 •• 70 100 

織巧を，合計 962 ! 792 170 18 

巧せ用種子及巧ホ用*»,をK 1,450 1,330 120 8 
(a)獨なにてを產されるもの 
巧穩巧子 100 巧 95 95 
西麻な子 275 250 25 9 

(b)«&にてホ產されざるもの 
大君，コプラ，巧巧を# 1,075 1,075 .. .. 
ホ巧の巧か 1,300 1,225 75 巧 
tt相抽の巧を 000 555 4〇 8 

木が■(口萬立方ィ-トル） 45 11 34 76 
スヒ々プク 20 20 100 
巧 HI S00 け みが 100 
た冉用 が け 45 100 
なみ 用 170 •- 170 100 

ブ ム 75 70 6 7 
ゲ7夕.パーチア 4 4 •• 
が府，シュラブク等 80 77 3 4 

'すレピンか 05 65 け 0 
巧 モ 11 7 4 36 
两 巧 5 1 4 80 
包を材料 150 25 125 83 
牛 巧 225 20 106 47 
M 化 46 24 22 が 
其化のをザ 49 26 23 47 

化巧，をか おけ 170 150 が 
ゲゼイン 40 20 20 50 
なな田巧な 200 IbO 20 
ホブグ 8 0 8 1け） 
巧 革 120 85 35 29 

1 1 む 0 
植巧 « 1 I 
3 ルク ♦> か •• •• 

藥 互 54 18 36 が 

度お♦ホRx»と生活水！！ 男 



第五章外5♦と蓋ま -ac 

巧生を化のをみならた巧爭まとをるでわらぅ•とまおされてわる》生產«の數字は手に入ら化で 

い’また現在の資をの生ま巧に閒しても信巧し巧ぺネ巧吿はを巧巧られない• ^ 

棉花の巧輸入巧おは】九二九年から一九一二五年まではおんど«なを示さ化かつた。巧し乍^ 

ら一九三一六年には一二み000#0巧少をみた。祐巧の«入代巧は巧な崩巧のため一九二九年^ 

から一九三ニニ年まではながした。巧近一ニヶ年閒にがけるな巧のをホな度貴は充分なかおせをが 

巧巧する围難を非常に巧大した。一九二九年にはおをは棉花四セた‘0 00巧に巧して八巧一5 

干五ち巧ライヒスマルクをまみつた。一九一二三一年には四と一二，〇〇〇巧におして巧かご一をセち一 
巧ライヒスマルクを必巧としたに巧ダなかつた。巧し一九一二五年にはS九セ，0 00WQ代の化 

は一二巧ーニモなライヒスマルクでわつか。棉花《入の代巧はがみ市巧巧なの上B0かち巧に，g ^ 

お通巧協定制巧の作巧のために巧乂サしめられた。アメリヵお化の代のは一九一ーニニ年Q10 g 

0巧をりセ0ライヒスマルクから一九一二五年Q100ライヒスマルクに上Kした。同じく.-が 

九一二五年ち巧をはブラジルとの濟巧お定にぶを’同因からの輪入棉花におし- 〇〇巧なり_一 

Iライヒスマルクをまみつた。 

羊毛の巧お入の巧宜もまた一九一二五年がまではかなりに巧持せられたザ同年にはめ】六〇’ 

00OWから】巧九，〇〇〇巧に试少した。一九S六年には，その數iはちに一ニニ‘ooowに 



试少した。所がその閒に闻巧生產は化かに一五'o 〇〇巧から.I八.ooo巧に增かしたに捆ダ 

卞•それは巧內巧巧を巧の巧か九％を占わるに止る。巧巧にめける羊の巧おは現在め四ち萬で 

ある。この技が六百巧にまで增加するとすれば‘田內羊毛生をはお巧のわ-五％を尤すことに 

なるで*らク。-モ萬頭の羊をなつてしても需巧のなかII五％がホ化されるにすダないでゎ 

らう。羊の巧おはを巧S年巧に一二百巧十萬からの四百巧に巧加したやうなホ巧でゎるから.巧 

*が來にがいてそれがめ-千巧にまでおかしやうとは考へられず.，がつてが用巧巧品がぶつれ 

らない限りお逸は•そのを巧とする羊モの大巧分は之を按入に仰がなければならないであらゥ。！ 

化巧エ柔は合巧羊毛の巧まに巧めてゐるが•化か性な巧から»わを編おを生ますることは巧らゴ/ 

かに困巧でをるから.今日までのところはな目すベを巧巧をみるには至つてはゐない•せホ羊 

毛巧格のをしい巧巧は代用なの探ホをおだしく强化ずるに至つた。 一? 

木が 巧が巧び木材パルプ のを入お*は•一九二九年より一九一ニニザまでは激试したA 

ザそれW巧この巧恩は大巧分囘巧された。木村パルプの巧入はI九I二五年には-九二九年よW 

りも多かつた。义もその代巧は巧格巧をのためにをし < 巧くかつたのでわる。ホがを入は-W 
0 . 

九一一九年よりかなP巧位にをる。木材の两巧生巧は早をには增大し巧ない。併し乍ら木がは Mi 

その用をの夕< に互つて之を錶相モ人を巧巧材巧及ぴ石材で化用することが可能でわむ。 な 

第五幸か圓巧ると生巧水準 I五- 



第-五♦ホ画Kあとを巧水单 一五二 

巧革のお入は一九一一一四年に巧おにまし，一六ち〇 〇〇巧が】を八干セ百巧ラィヒスマルクで 

お入されたミホつた。一九二九年に巧《入數ホは一〇二づ〇〇巧そS巧は四巧五モ六百 

萬ラィヒスマルクであつた。一九S四年U巧*輸入た量はほがするに至つたが’一九二九年の數 

ネに比すれば依がとしてかなり上位にある。最近にがけるサホホ巧巧なQK貴は巧Aをして 

同-怯入数ちにがしてよりをくの金巧をま揉ふことを必巧ならしわた。皮巧のお入のを巧が 

■內生巧の巧加によつて试少するやうになるガらうとは化はれない。巧おならSわの巧度た 

增加することは不可おでわるし•また巧ホのおかは何等需巧のない巧巧のあかををホするでわ 

らうからでをる。 

巧脂の巧入か最はを年不お巧かよりも巧なにわつたが、その巧巧は巧稱但をのたわに激试し 

た•しかし他の巧巧の巧をにがけると同巧にピの價巧巧巧の巧なは現在はおにな<なつてわ 

る。巧指の田內を巧は巧西にならないザを後二十年間に松抬の田內生產巧をわ四0,0 〇 〇 W 

に增かすることが打畫されてわ^^。併し乍らピの計畫が實巧されたにしたところでお巧のーーー 

みQ1tもえたすにおりないでわらう。 

この他の至巧な農を巧巧巧の中には亞が•大麻义び黄度がわる。その»入な*は一九二九年 

に比して巧かにザかた示して々るポ，をの值巧は仿巧ほまのお巧おんと半«された。この巧巧 

のn上，二 



は現在は逆貨するに至つた。巧麻及び大麻にHするKり楚巧面宙をが巧することにょつてが 

巧生產を增加することが可おである。亞麻«巧の田巧生まはI九ーニーー年の巧dosから1 

义一二六年Q 1110.000 Wに增加した。亞麻を巧面巧を110.00〇へクタI增かしたら.輪，<0 

か巧はなくなる巧らぅと見巧られて&る。一九11111年から一九-一二五年4でに'その面巧は五.〇 

00へククIからニニ.0 00へクターに巧大した。現在は由巧生まは需巧のおんどセ0%た 

供給してわる。 

大麻のを巧面巧は一九=11一年から一九S五年までに1100へクターから四'〇 0 0へクター 

に增かしたにか-1はらヤ•をの必巧巧0約一五％が田をでなはれてわるにすダない。巧巧が大 

麻を自お自足するには巧に二0.0 〇〇へクターQ迫加を必巧とするでわらぅ。亞麻义び乂 

はお逢では巧巧し巧ないが花义び黃麻のを入の一巧を代面する可巧せをもつてねるのでお巧 

はそのを巧增加を巧のしつ、ある。 

農を巧巧品のち巧的自を自足は獨巧には不可おでわる。現在お入されてねで巧巧で生まし 

巧る巧巧おを自をするたわには.一千六ち巧へクタ1Qあ加的面巧を必巧とずるであらゥ。を 
S 

巧巧面巧はなか二干乂百萬へクタJに巧ダないのである。 

度五ホか田—みと生巧水季 一 IでIII 

10)目上，=■ 



第置章かIIXAと生ホホ準 I五田 

金なあ巧物の供お 

お炎あび加里をおけば•巧这はか何なる«か及を！8についても充分な供お*たもつてねない。 

ニブケル'ク《,ム.义びなはをがを化しない。ボーキサィト及ぴ黄«»の供おは巧枉にならな 

い。巧织石の生をはお巧の五分の一よりなか夕< を供給するに巧ダない。«’巧め，及びめの乂 

部分はお入されてゐる。巧を尼はをが存在しない。巧油の两巧生巧は需巧の約十分QIに巧 

ずるに巧ダぬ。油の合巧生ををがけばが等巧巧おはいづれも合成的には生產され得ないザ高 

價にして且つ巧を«おと巧巧して入手し難い巧巧おを•安なにして且つ9リなぶに入手し巧る 

巧巧巧で代用する可おおはあるのである。 

獨るには巧わぶびをgがみ乏してわるといんがルで0巧をに反して，巧三一十六おは九巧の基 

本め巧巧品の巧«入と貝內生巧との合か數貴は一九云五年には-九二九年と同じであつたか 

巧はより大であつたミを示してねる。一九111六年のをまの數宇は手に入らないが前年より® 

下してはねないらしく，他方化輪入について見るちおんど凡ての巧巧おのそれが一九二九年に 

かけるよりも增かしてわる。第一二十セまはを»Q«輸入の數貴の滅没を示してわるがどれは 

巧る巧品に巧ずる«巧需巧の巧下を反かしてわるのでわる。化等九種のをRQA入值扣はI 
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第五♦外axみとお巧水準 一五々 

九二九年の十位八千二百巧ラィヒスマルクに比べて•一九一一一六年には巧任ニモをち萬ラィKK 

マ•ルクでわつた。«巧のこのを巧は】九二九年から一九一一一四年に至る問の巧格の巧巧による 

ものでわつた。を巧ニケ年間にがける巧格の巧貴は，巧軍倩とを巧な巧とのためにを分繼巧す 

るものと巧待されるザそれはか田島をC黄巧を供をにおする一大を«を意ホするものでわる。 

化等のお字は一九一二五年ぶび一九一二六年にがけるま巧原巧なのがお入及び田巧生產がその 

巧fiにがいて-九二九年にがけると同-でわつたことを示してわるが•此等の巧巧品がわてら 

れた用をは5」く5^<> Qでを0た。一を一九年には，巧*巧菜はを在サヤ•巧料品の巧な洽 

*は团巧巧巧又は巧出のための生を的企菜に巧用された。が巧ま柔のが巧はその供給最01 

大巧分を巧ホ上のをわ，祐巧及び巧巧の生巧に振りむけることをを巧ならしわ•そしてそれによ 

つて】巧巧衆の么巧のホ足とお巧巧品Qををとのために用ひられ巧るな量を滅少ホしめた0 

でわつた。巧巧を巧にホ々のかおを巧をせんがために•そして田おが不必巧と函める巧目的に 

巧巧巧を巧用することを巧止せんがなめに•ををなる固ま巧ががを種のを巧巧巧ぶび巧々の事 

巧會杜へのな巧巧供給の分田について巧立された。tQ#がによつてち衆のか<ぺからざる 

か巧がホたされて來たのでをる。 

度巧品义ぴ巧巧品のかおに拥する限り’利用し巧るな々のが計はホのおみに巧く。®ち獨4 



は現ち巧にをを水巧のほ下•ままを巧の巧あぶびそおの增大を巧くことなしには«入 

リな上の巧みを不可おとするKに立ち至つてわるといんことがそれでわる。巧ち巧进はを« 

品の巧入をがみすることにょつてか田巧をQ必巧を夕少とも巧がすることがでをる々らぅか 

といふに•そ0可能おもありさぅにはない•それはおにお巧なおの巧格巧巧が停止するに至つた 

からである。此等の«入は】九二九年の二十二な六モ九百S十萬ライヒスマルクから一九一二 

六年の五な二千六ち八十巧ライヒスマルクに伍巧した。それは主として理*の巧がおおとな 

义巧が品とから巧クてゐる。-九=1六年には，化？一巧目で二を五ご一百四十巧ライヒスマル 

ク，卽ち完巧巧の毎入合計の巧ち九％を占めた。他の里巧なる巧目は棋皮ぶびなあおなの一二卞 

一二十巧ライヒスマルク.毛巧あぴ毛皮製なQ二干五百二十巧ライヒスマルク.み巧ぶび其の他の 

化巧が品の五干六百九十巧ライヒスマルクである。 

それおに，巧进が商おお引の手段にょクて，現在な上のか酉ちをを獲巧し巧る巧IQをはお巧 

の巧如にょるかにはない0でをる。 

輸出の推を 

一九111六年には•巧をのお巧合計の八二％な上はをおなからなクてわた。このな字は一九二 

ホ五韋ホ田«みと生を水率 一五セ 



扉S十八表巧巧な及半製おの«出け929か938) 

巧巧一as函巧か》 

巧 目 
19 2 9 19 3け 

ar萬ブイヒ 
Xマルク 

巧巧におす 
るさみ比 

な萬ブイヒ 
スマルク 

法巧に巧ぐ 
るなみ比 

原料度午»を も犯ん3 100.0 746.3 100.0 

羊 そ 196.9 ん7 ‘ ん8 0.9 

M 巧 195.2 ん7 8.8 1.2 

モ 化 11んけ 义9 ん7 0.8 

石 炭 530.9 18.1 267.7 35.9 

が 炭 269.9 9.2 93.1 12.5 

度なアンモユア 134.0 ん6 20.3 2.7 

其化の仏»巧み直度半巧を 182.7 ん2 37.2 5.0 

共化の巧巧を及半お品 221.6 7.6 53.1 7.1 

1化 里 67.0 ん3 2ん7 丈3 

ホ函なみと生巧水準 -五八 

九年にはセニ.九％•一九一三一年には六ク八％でぁつ 

た。义巧巧义びわが品のか合は一九111一年Q I 0. 

六％から一九二化年の五.一一%及び】九三一六がQ1• 

五％に试少した。同一巧間に’巧巧品みび半おおの 

お巧の扣合はニニ去％から二】も％及ぴ一丑.セ％ 

にがみした。 

巧巧品のを巧は压巧的に石巧及びをの勘をわか 

らな〇てわる。これらは巧一二十八あに示されてね 

るやゥに，I九一一一六年には四巧ち五十巧ライヒスマ 

ルクに上り•おお品及び半製品»出合れの置0%な 

上を占めた。この分巧にがける化の宝巧なる巧目 

はお巧0四千八ち九十萬ライヒスマルクが化ち* 

Q二卞四巧セ十巧ライヒスマルク•レ13ンの二卞 

セ百八十Kライヒスマルク，及ぴ種*雑多の化學度 

品でどれは-巧ライヒスマルクをかなりな巧して 



ねる。 

一九二九年にセ巧ち五十萬ライヒスマルクに上つた义巧お及び化巧巧のおおは•巧んど巧た 

巧してしまつた。それはI九三一六年にはぶかにセ干一一一ち一二十巧ライヒスマルクに上クたに！# 

ざない。 

を巧品义び巧おおのお旧は】九二九年から一九一一一六年まで年毎に满及したが•を»なの輪化 

は一九一二五年及び】化一一一六年には巧加を示した。をななの巧化巧巧は•それが巧》になした一 

化一二四年には一二十二ほ五干六ち巧ライヒスマルクがち一九二化年よりも六六ん％巧くかつた。 

この巧巧の巧んど巧〇%は’一九一二一年の巧巧な用が巧の巧巧と’かW巧を巧沿お入かち及び用 

品並に々本の自由巧動に巧する其の他のが限0巧立とのををぅけて’1化一二一年から一九Iニニ 

年に至る巧に起つたものでホつた。 

をお品の巧巧はそのお街的部分がな及巧巧な•化みおなあび巧括巧からなつてわる。これ巧 

一二種の巧品は’.一九二九年には完製品のお出巧巧の四と.一%を占めたが•一化111六年には五阳.1 

%を占むるに至つた。鐵及なお品と巧巧巧«巧とをがけば.一九一一一六年にかけるこれ等巧品の 

留化巧巧は一九一二一一年のそれよりはなほかなりに巧くかつたが’一九一二四年の巧巧よりはなか 

つた。 

巧ぶクホ田巧ると生巧ホ# 一五九 



Atミ十力々-巧が巧品の9化历巧（1929,1汾4及1936) 

出巧一wa田往か巧 

巧 目 
育Kブイヒスマ ルク 百み比で表した«加 

けけは«ホ（一) 

191巧 1934 1936 1犯9一 1934 1934—1036 

巧 巧 
羊ち及其化の巧巧ち» 12L7 2也C 45,7 - 78.1 + 71.8 

な S 45.9 巧.4 2义2 — 70.8 十 73.1 

亜Ki大夕S 
維かれ巧お 

19.3 ん5 ん9 — 76.7 十 8.9 

生絲及びレー■ン巧 254.7 77.4 100•ら — 69.6 十 29. 8 

羊ちA其化ogl巧ち親 352.6 69.2 80.5 — が.4 十 16.3 

な な がん3 81.2 92.4 — 80.9 十 13.8 

亞な,大R,巧な等巧 51.1 9.4 10.4 — 81.6 十 10•巧 

其值のがAS互 3巧.1 100.6 95.0 — 68.1 — 5.6 

を 肝 1,585.6 382.3 452.6 — 75.9 + 13.4 

ち〇 

巧及巧にホいでなも虽巧な輪化を巧は巧なま 

ホであつた。巧が製品の«化值巧は巧一二十九表 

にょつて知り巧るやぅに’一九二化年には十五な 

八卞五百六十萬ラィヒスマルクでわつた0が一 

九一一一四年には一二巧八干二ち一二十なラィヒスマル 

クになり，わ五丸％0巧巧を示した。一九一二四年 

からI九一一一六年までにお織«おの«化は一八.四 

%增がしたがなは巧なとして一九二九年のな巧 

Q一二分の一ょりも少なかつた。巧に巧著な0は 

なお品みび羊毛«おの輸出0な城である•化等 

はお巧品の怯入に巧をするものでわり•そしてを 

巧な巧おを天が生を巧に代へやゥとする巧巧Q 

計晝の下にをつては生を巧がホ巧に巧まるでわ 

らぅから，此巧の輪出©巧著な同at期待し巧る 

理由はないのでわる。巧进〇ななを每はな等の 

ミ 

田•上 
ゴtu 

破 
端 

巧が 
ぉ 
哉 

ち 

1十 
ミ 

ミ 
>干 

■义 

〇 

#五ホホ巧及*とを巧水# 



巧巧及巧のこのお巧をかってはねるザ彼等のなぶではピ本のやうに巧い生を巧をもク生產ホ 

の巧爭の故に.またお人巧田にがける巧なエホのを巧な巧おのかに麵逢は早巧その巧巧«お0 

6おをみはざるを巧ない巧かに坦かれてねたのでわる。 

巧，巧括巧あび化々おおのお巧の巧度は•巧巧偏か巧が化等をおをして引巧をそのを巧力た 

擧げてをのせしむる限り•また巧おおの巧巧がを巧な年間さうでわったやうに巧なとして困難 

を皇するおり•大規模で巧はれさうにはぶはれない。巧に治なおちの作巧のためにお出の巧著 

な增加はそれにお®する»入の增加なしには皇まれない巧巧にある。 

を巧なのわ巧巧をが止まったことは巧たに生じたか都合な化來在であった。一九一二五年中 

るび一九一二六年の大巧分を通じてお巧の括入なQffi格は巧大しつ\わり.それと同時にをおな 

の巧格は巧をしつ、あった.そしてこのことは巧巧をして挺入巧巧なにがし3リタftQ自田» 

品を巧へることを必虫ならしわたのであつた• 

第五々ホH賀みと生活ホ巧 IホI 



度々章毋 ft 一々二 

第六章W 获 

一九一二一一一年な巧の經濟を»义びなホの澈增は•その大巧分が占巧の經濟生をにがするな巧の 

干ホにょつて*らされたのでわるeしれしそれにモ立クてをホの回なは獨&の巧巧を巧*上 

巧巧した》1ザンヌなをの巧おのわとををけて一九一ニニ年の里に生じ•工業をま•巧巧及び外田 

巧おの巧かが見られた。そしてお濟情勢のこのな善のお巧として田民れ會黨は一九一ニニ年十 

一巧の選擧では•一九一ニニザ七月に比し二百巧巧をそつた。田ちな會まなのあひ切つた卞ホが 

なかつたならば巧して巧與が««したでホらぅか，またか巧なる«にかつてな興がを巧したで 

わらぅたといんことは之を巧をすることは不可巧でわり，4たこの»について《議することは， 

巧みはあるが無巧なことでわらゥ。 

この車の目的は一九一ニニがな巧の政巧の*出入と公巧の巧巧とにないてち千の巧巧ををす 

ことにある。完をなをK巧ホは巧巧な化について巧用され巧るにすyない。歲巧及びなな0 

大さは巧片的な巧巧れを基巧としておをされねぱならをい。U下に巧げられてわるS*のぶ 



巧は政府がなが態む巧をなが巧のために信巧するに足るべき巧巧を提供するものであるとな 

じられるものでをる。 

を巧徴收及關稅 

ホ围の巧巧をはお々•巧逸政なが一九一ニニ年U降祖稱お入のすさまじい巧加にょつて巧まれ 

て來たと5ふ^;!^巧をぶ巧」てゐる。一九一一一七年一二丹一二十一日に5なが年巧にがける巧巧阴 

巧巧の巧稅义關巧お入は•百十八巧ライヒスマルクと推をされてゐる。' この金痴は•巧阿十おに 

示されてゐるやぅに•一九S S年一二巧S十一日にをる年度の化入に比して.五十-值ライヒスマ 

ルク.卽ち六も％の巧加を示すものである。 

な入の巧加紐巧五十一をライヒスマルクのぅち.個人所巧お0巧加は二十j值ライヒスマル 

ク法人巧巧巧の巧加は十一をライヒスマルクであつた。個人巧巧巧のをか如は~五五.六％せ 

大したが.他方々働巧巧な巧は一二巧六％面を金ぶび利子ま拂は化か二Tセ％おなしたに进ぎな 

もつた。すべての巧巧の巧政巧位1図.巧ぶびがホ自治お一のな巧巧は】九Sニーーニーニ年の百 

111をライヒスマルクから1九111六— Sセ年の百五十四をライヒスマルクにがち四九.五沁巧乂 

した。同-巧陆に.闽巧所巧巧巧は四百五十|二巧ライヒスマルクから六百二十巧ライヒスマル 

♦《章が g ニハ己 



弟巧十表巧逸顯政巧の租度及械稅お入(1932-33 1936-37)* 

站巧 W逸巧なな巧（巧化，十をライヒスマルク） 

巧が巧なぴがを巧 

巧人巧巧巧 

法人巧巧巧 

K上な度びがホを巧巧 

夕巧巧 

0. 59 1.25 

お 巧巧 1.51 1. 72 
ピ —ル巧 0.26 0.24 

巧 巧 0.74 0.15 

病 巧稱 0. 76 0.74 

み 巧巧 0.29 化が 

M 巧： 1.10 1.11 

を か も俯 6.拍 

巧及巧ホ自巧«への巧阻を 

巧を两致巧巧巧み 4-ft了 ミ 5 ru 

も21 9.65 11.75 

mmmrnSSrn 

クに•卽ち一二ち11%巧加したと推お 

されてゐる。せ巧の曲巧巧巧にお 

するか合は.巧四十一おに明らかな 

やぅに.ニニ•八％から二の.八％に巧 

加した。卽ち巧なお入の巧加はを 

菜が渡のな巧にょる巧巧巧巧の巧 

かのみではなく•また課巧を巧の巧 

加をも反映してわるのでわる。 

一九111二年Wをにおけるおホぶ 

ぴ一おの課巧搜巧のを化は.法人巧 

巧稱をがけばがに大したものでは 

なかった、法人が巧巧0巧率は- 

九111六—一ニセ年に二五％引を.Ljザ 

られたが.ホ年ぶにはお巧の引上は 

五0%に巧し泣化撕はわ二4.にラ 



第四十一巧お入が巧义因巧所巧（飢3-1も1925—26-1936^ 

巧巧——巧を因锭な巧 

年 ホ 
巧位， 十®ライヒス， rルク 巧巧れ入の巧 

巧巧巧;こおす 
るなみ比 巧入按お 

巧Aをををまず 扭巧收入 巧K巧が 

1913—14 け.2 ん1 45. 7 9.0 

1义け 10.« 60.0 17.7 

1P2(V—27 15. 7 11.7 62.7 18.7 

11127—28 IT.1 13,5 70.8 19.1 
1把b—2リ 10.1 14 3 75.4 19.0 
1り29—30 10.3 1ん4 75.9 19.0 
撕一51 18.4 1ん1 70-2 20.1 

1931—お 1もけ 11*. 2 抗.5 21.2 

22.8 19把一ぶ5 じ!• 5 10.3 45.2 

1化巧一34 14 3 10.7 40.5 23.0 

1り:;4—妨 1ん〇 11.9 が.6 22.6 
1門ぶ一:か； 17.2 巧.3 折. 3 2义2 
1036_：>7 20.0 巧•ミ G2.0 2ん8 

;夕おML 

ィヒスマルクに上るであらゥ〇 一九sll 

年U巧のかが巧のを化がのが加はホとし 

て肪化巧課巧の役なじょるものであった。 

個人所巧巧のな收额のが加は.ある巧なま 

では•义菜をお巧のためのお別巧を巧巧お 

中に包なしたことじよるものでわつた。 

巧巧お入給がのが加は卜：として.：个巧な 

の時おにが川されたをい巧率が巧な凹な 

の時巧にもむ概されて來たといふを巧み 

びな人巧巧巧のながにょるものである。 

お出のが大 

巧が俯じがされたをおが巧をじされて 

ゐるので•な巧のぶをな巧ホは•一九S己年 

一一一月一二十一口になるをが年だをおをとし 

ーホ五 



Willi 謹'.-"-.‘’，：•な，..，-、てぶ.命 

■ぶお鑛妃.ぉ邊安む 寒樂ち’ 

瓦'頂雜J 
訪''載が幾吗 

’:'每Vィ觀^鴻 

進議動 
iipii mm 

第六國を族人結巧ぶパ闽民所得ひ913~4，192い；——1936-7) 

出巧一巧巧固をか周く巧位,十なライヒスマルク） 

，.、•み- 

-ブC 

游 
解 

け13/«4 I92V24 26/27 27/28泣/巧巧け0 WW か/な ^Z/^^ 於/34 24/35 W36 36/i? 

巧 
■レ 

為 

A 

るI心么ジ ♦0/14 巧だ巧$ 

巧巧な入で巧を巧巧ごおする口み比 

巧 



第四十二巧巧を闲政巧のお出りがぶ一撕,巧班一3:!ぶ1膽6-37) 

(巧位，巧巧ライヒスマルク） 

巧 日 !9ぶ >—30 

1 

1 1932—ュ-; 1936—27 

—投巧は，巧な及巧巧 
巧を 巧 
麻巧る巧®巧な 
をを及を通な巧 

なな 巧 
大巧;こ巧 < な巧 
共 姐 

巧け• 〇 

1で.を 

1，。に4 

■•ミが• 2 

じ:50.6 

もけが.3 

化；• 0 

おん:； 

け29.0 

1,み)し2 

茄ん5 

说ん〇 

1, 735,0 

1)8.5 

1,け50•け 

7,000.(1 

750.0 

390•り 

むみ).0 

1•㈱.0 

1,け化け 

合 U卜 もtHん2 5, 了斯•1 wmm 
并巧を»ををむ， 
本み»巧M化をまわ• 

てをれ25をは巧をされてゐない。巧巧十二亥は巧进 

幽か府の一九二九—1110年及び】九Sニー三ニニ年の 

お化及び一九S六—一ニセがのおをあかの巧能別かお 

を示してねる。I九三ニニが己巧W巧一肢巧化•化ち.な 

巧’巧おぶび逃餘〇超巧は巧らく大1ては巧加しなか 

つたであらう。大風參加巧へのほ給•お院姑な义び風 

おのための結巧は巧らくは巧かばかり巧がしたであ 

らう。かおぶび腊利か巧のお巧はおしく巧おしたが. 

これは巧榮な巧及巧裝補助巧お制がをml星可のため 

のお巧の巧加じょつて相おされてゐる。公がのが巧 

も亦が加」た。一九111六丄ニセがの々計が巧にがい 

て’を出はもち二十五倍ライヒスマルクと推をしてい 

xだらう。同年巧にたいてが稱化入は約八十八むラ 

イヒスマルクでをつた。このホに政のは約と化一二卞 

巧ライヒスマルクをむ政化入持巧'ライヒス.バンクの 

】ホセ 

1)反巧のasをなちお巧， 







寞お財な 一六八 

利なを.銀れあな粟へむ巧附の囘お接民が々本引上げのためにま拂ふをお‘及びおぶな化から巧 

取つた。卽ち化入お额は約九十五にラィヒスマルクでをつてが入金によつて贿はねばならむ 

わつたす化がは約S十をといふことになる。所で•一九ご一六—一二とがには巧逸均政がは十五を 

乃ま十と値の技巧公巧をお行したのであるかちなつてが巧がおがち岳がおおのが加は十佑ラ 

ィヒスマルクをぶだしくな過するやぅむことはホり巧なかつた吿である。このおキは巧即や 

巧誌に现はれて石るぶ巧の大部かにがベるとかなりに低いのであるがお法巧巧に脚ずる巧盃 

なル巧人硏巧ぶのぶ窗のあるものよりは商いのである。卽ち彼等のなずるところによれば•！ 

九S六1Sセ年に於いて巧おAびが他の政府化入に’おがお巧によつて調速された弟ををかへ 

たものは，政府のお常及びな時お出のを巧を贿ムにち分であつたのでをる。巧に巧がおお化の 

あ巧とお巧巧の巧おとが巧逸をしてをQ】九一ーニハ年废巧饱計まを•主として経常化入とお巧公 

巧からの巧化をとでを铺することを可能ならしめたといふことだけは路かに云へるのでホる。 

軍備费と公债 

巧巧がW巧備にお巧したをがをぶなるおなには必ずホのを要な薄巧を考ぶに入れねばなら 

むS。それはお逸哄巧の巧設はおを政かがべルサィユおめの取侃給小が巧によるわおををが 



や設めないといふな巧を巧を巧おしたをかu前にぶ手されたのだといふこと•みび一九一ーニニ华 

あび一九一二巧年にがいてはをのお巧の大巧々は一肢な入が巧から支辨されたのだiといふこと 

である。それ化に接近ニケ年閒の軍備没は一おじお巧されて來たやうにをがである必'をはな 

かったのである。 

一九ご1111年から一九一二六年一二巧S十一日にちる間の公共木事粟と巧巧備が进との超巧は 

約巧五十八位ライヒスマルクとぶなられてねる。その々をは大略々のやぅにして調连された 

资化十をライヒスマルク}。 

な侣の巧化巧び义おを巧上木巧業證おの巧巧'租巧班ホの来囘化分 八•一二 

巧巧證券ぶび失業お巧上木ず業證券の旣囘化か 一.五 

巧な上のま出(從來のル常備おのお持巧はがを巧逸闽みお巧お局ょりのぶ入巧ををむ…ホ〇 

合 計 -夕八 

これは云ふまでもなくな巧でをる。これは斯片的の統計'及び消息通との巧論にあくも3で 

ある。めち六十あライヒスマルクに上るこのな巧のぅちで•約巧十倍ライヒスマルクはホおお 

巧上木巧戈に巧巧されたが，約百二十倍ラィヒスマルクは巧巧おがみび巧巧のな俯巧を示すも 

のである。一九一二と年一二巧一一一十一日にたるを計年なにがいてはS巧はめちをラィヒこ 

第六やな 政 Mハ九 

のがーセよ*夕況. 



巧23十S表巧逸两巧巧の巧お(1於2_1がもを己巧お現を) 

く巧を，巧aライヒスマルク） ’ 

19 32 1933 1934 1935 i y 3け 

だ,りな 1もじ0 19,(195 

を巧巧团巧 HEB も790 もが!り 7,001 

巧巧巧租巧* 5,288 8,780 1も<^4 

1,870 1,758 1,73H 

長巧ホ田な 1,613 1,570 1,おU 

巧巧外西債 257 188 188 

1もが8 20,833 

本3«中の巧はブイヒス•バ>クにJWfeとLで巧巧中のSB巧抵巧と«*中のたgfWtt末wa 
巧る*Cで巧一化«3巧の凡ては巧る«坟«によつで巧‘された4ので♦るが，その巧巧干な 
巧，巧でSザ度.ffft巧ぶM貪れの度gで——の次の巧そaとをさむ.一乂SB年ミ片十を 
Bブイヒスマルク，一か互お年Sぶ田十五Uブイヒスマルク.—乂年呈另六十五gブイヒス 

マルク.お法巧R«ニー丸呈Hを5JIS十—日に化aブイtスマj^々，一丸吉タミ巧S十一日 
に二十を〇ブイヒスマ♦でみ〇た• 

一七0 

ルクとち巧_つてい、だらう。このを巧のゥち. 

十五億ライヒスマルクU上はを期公巧から巧 

られ•そしてめ十任ライヒスマルクは巧らく短 

巧金おにょつてなられたでわらう。 

それなに•一九一二111年一一一巧の巧を巧巧巧 

Q巧務巧加は•ル巧でを通に考へられて來たょ 

りもをかに少巧である。巧S十Sおに示され 

てねるやうに•政府の巧務巧がは一九I二三一年一二 

巧S十一日の岳二十五ほライヒスマルクから. 

一九一二六年一二月I二十一日の二巧八をライヒス 

マルクにホ大した。この巧加のおんど凡ては 

短巧公巧の巧加によるものであつた。併し乍 

ちを干の巧巧公巧は，お’化ち自ホ防扭化なぶび 

巧巧巧な巧をなのたわにを行されたものでわ 

るから之ををがしなければならない。此ホの 

度六さが 氏 



戾受可能の話をは約二十五恆ライヒスマルクに上つてゐる。一九一二六—一二と年の期閒ちむ期 

公なはも十七たライヒスマルクが加し应期公なはも十巧をお加し•巧を図保證證をを除いては 

额約二百十活ライヒスマルクに上るに至つを。 

一九一二一二があび一九S六年の一二H1二十一日にがける’巧’ハンザ同盟都ホぶび化ぶ自治巧のね 

巧はぶのかくでをつた{巧化十をライヒスマルク)。 

巧 治 巧 一を一ニニ堂互を一口 一を云ハを二=:己十一日 

二立 二.五 

ハンザ同盟都市 0.と . o.t 

な方自治巧 一一克 一一二.二 

か 一を- ニハ.凹 

一九一二六1Sセ年の閒には扣巧がみな化の巧おは恐らくおんど巧らなかつたであらぅ。か 

くて一九Sセ年一二月一二十】日0巧逸の公ぶ巧な巧補は.一二巧と十倍ライヒスマんクW上に上る 

とぶ读つて差まへないだらぅ。因みじそれは-九11111一年S 口一二十一日には二巧セ十六倍ライ 

ヒスマルク.ぶに迎つて一九一巧年じは一二巧一二十位ライヒスマルクであつた。しかし巧ぶ阁の 

現也のを化は過大に欠するとはぶはれないのでをつて现在の所ではそれは巧逸を舟制化に何 

ホホをか 氏 -セー 

のflESaな冉が?C巧が々：xJl巧をせのたAじ巧巧したイ巧ブイtXマムク>を4サ， 



夕六巧な 皮 ；こ 

巧の巧ぶをもおへてはわないのでをる。ちが0巧巧巧な卽ちホ巧巧巧はお巧を必巧とする， 
しかし.蒂莱が引なをなあの活おを持窃ずる映り.それら巧巧のぶが日の到來に巧して巧みかの 

西巧が生じやぅとは思はれない。何化なら巧おが投な々をのあらゆるおみに完全な政あめが 

制を巧巧してねるからでわり，また新規借入の必蓝が今をかが中に巧待される巧備巧〇扣をの 

巧下と共にが少するに至るであらぅからである。 

耍約及結言 

巧迎の时政をな機梅は一九一ニニII二三一年から一化一二六—=1わ年に至る閒の扭巧な化の五小 

I佑ライヒスマルクの巧加，卽ち七六も％の巧加にょつておはれた。同一巧閒巧に尖灾ホ巧巧 

はめ十九佐ライヒスマルクを巧少したのでをつて，そのお呆此等ニクの巧因から合がめた十馆 

ライヒスマルクにみぶな巧化態のな苦をみた0でをつた。一九一二三一年四月から一九一ニセ年S 

月に至る削の巧巧お入巧かな巧はめ百五をライヒスマルクであつた。正規のをがの支化には 

大した巧化はなかつたのだからピのを巧の大部みは公共止木お菜巧と巧が佣な*とにえ州さ 

れ巧たしまたホ用されたのであつた。 

巧入の增加は政府をして公共主木ま柔と巧巧饰な晝とち公巧のををなほどの增加なしにを 



なすることを可能ならしめた。この汁巧の巧巧はめ一一ち二十をライヒスマルクとな巧られて 

をり'をれはお常收入とな期をまとする借入金とから巧んど问じお合で巧はれたのでをつた。 

I九111と年一一一巧一二十一日にめける巧逸の公巧は一一一巧セ十佑力至一二百八十をライヒスマルク 

とぶがられてゐるが.それは一九年lllHl二十一日a阵にがいてめ百をライヒスマルクの巧 

加ちまた戰前のなぶに比して四十佑ライヒスマルクの巧加を示してわる。この巧加の大巧分 

はが期がおのおでをじた。巧務ながのこの大さは巧をのかき控巧力をもつ闽にとっては過乂 

に失するものではない。が巧仪おのを理は’政府白みがが制及びをがの巧ホめ巧力を站クてね 

ることザから•何等の困巧をもおおせしめるやうなことはないと思はれるのである。 

寞々財 氏 ーセ己 
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制の强化に伴うで巧化した MIIB主〇巧さIB 
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乂おお會問題が究所編競韻或 

獨逸社會政策と勞働戰線 、 
ナナス獨をにわける«お》巧巧々功の主巧手巧としてれもぶ巧ftされつ、ある化 

會を巧と、國民再れ織のSt軸たiぶを的！®おの々安一な巧巧】巧な3としてs«速 
巧#«なとを、そc«*的をはめ«面にわいてその文货にがしつ、き未ホるところ 

に丰杏の巧«ボわ*®•本»にょつて巧々は々巧*みの巧«め•わかめ《徒とならん 
で、その化會*巧#行めための》力烤Mとしてのお*住をKひ巧S•こ、nこそ株 

にわが巧》朽致巧巧と庄♦報田《史巧めついて學ぶ巧♦夕<ポ«はつてゐ&• 

大原化を巧巧巧巧巧 田ち巧ク• IX上R由ん 
巧用巧之巧を を51•セ〇 S巧一二 

券働奉仕制の意義ぶ業績 
was々•ホ化胡の«おは「«3Wは】切め！i*人の巧±なり-と-公#はみぶ 

Kホつ」といム化々ま巧め世巧なの二供の«丰かなにみ巧Lてゐる•ホきなみ 
ま«的世界ま«的刊巧かか的ほホ«を奋ぞしで巧しををなまが巧民族巧な巧なホか 

世ホ泣をホ巧し、はてを«ホ巧巧。巧巧家機卿に巧をしつ、るる巧をがそめを生が 
&なをホ巧として株れる巧化ホ化夕を助巧かるが著でもる• 










